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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）コントローラと、
　（ｂ）前記コントローラと電子的に連結され、液滴の輸送、液滴の分配及び液滴の分裂
を含む液滴操作を行うための液滴輸送経路に配置された電極を備え、前記電極が複数の電
極のサブセットを備え、前記サブセットにおける全ての電極が共通の電子的な出力に連結
されたエレクトロウェッティング液滴マイクロアクチュエータと、
　（ｃ）前記コントローラと電子的に連結されるユーザインターフェイスを表示し、前記
ユーザインターフェイスは、前記エレクトロウェッティング液滴マイクロアクチュエータ
の前記液滴輸送経路に対応する仮想の液滴輸送経路に配置された仮想の電極をグラフィカ
ル表示する前記エレクトロウェッティング液滴マイクロアクチュエータの仮想表現を形成
するディスプレイデバイスとを備え、
　（ｉ）該システムは、ユーザが前記ユーザインターフェイスの前記仮想の電極にマウス
オーバー及び／または選択操作することによって、液滴輸送経路の電極により実現される
液滴操作を行うことを可能にするようにプログラム化され、構成され、
　（ｉｉ）前記サブセットの１つの電極に対応する仮想の電極にマウスオーバーすると、
前記サブセットの電極に対応する全ての仮想の電極が強調表示され、
　（ｉｉｉ）前記サブセットの１つの電極に対応する仮想の電極を選択操作すると、前記
サブセットの全ての電極が活性化されるシステム。
【請求項２】
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　前記ユーザインターフェイスは、エレクトロウェッティング液滴マイクロアクチュエー
タの貯槽をグラフィカル表示する請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記強調表示は、色の変化、明るさの変化、陰影の変化、形状の変化、シンボルの出現
または消失及びアイコンの出現または消失の少なくともいずれかを含む請求項１記載のシ
ステム。
【請求項４】
　前記ユーザインターフェイスは、活性化された仮想の電極を活性化されていない仮想の
電極と区別する請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記ユーザインターフェイスは、仮想の電極の開始位置から目標位置までの最短経路を
表示する請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　エレクトロウェッティング液滴マイクロアクチュエータにおける変数を測定する検出器
をさらに有する請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記ユーザインターフェイスは、仮想の電極の行及び列の位置を表示する請求項１記載
のシステム。
【請求項８】
　前記ユーザインターフェイスは、前記エレクトロウェッティング液滴マイクロアクチュ
エータの仮想の表示に含まれる仮想の加熱器をグラフィカル表示する請求項１記載のシス
テム。
【請求項９】
　前記ユーザインターフェイスは、前記エレクトロウェッティング液滴マイクロアクチュ
エータの仮想の表示に含まれる仮想の貯槽をグラフィカル表示する請求項１記載のシステ
ム。
【請求項１０】
　前記コントローラは、各仮想の電極の行及び列の位置を含むファイルを読み込む請求項
１記載のシステム。
【請求項１１】
　（ａ）アレイにおける一連の隣接する仮想の電極を順次選択すること、
　（ｂ）仮想の液滴を選択操作し、前記仮想の液滴を前記アレイにおける仮想の電極にド
ラッグすること、
　（ｃ）仮想の液滴を選択操作し、前記仮想の液滴を移動するための仮想の電極を選択操
作すること、
　の少なくとも１つによって、ユーザが液滴を輸送することを可能にするためにプログラ
ムされ、構成された請求項１記載のシステム。
【請求項１２】
　前記コントローラは、各電極が活性化された回数を追跡する各電極の活性化の履歴を記
録する請求項１記載のシステム。
【請求項１３】
　（ａ）プロセッサと、
　（ｂ）前記コントローラと電子的に連結されたディスプレイデバイスと、
　（ｃ）メモリに格納され、前記プロセッサに、複数の電極によって離散的な液滴を操作
するエレクトロウェッティング液滴マイクロアクチュエータの仮想の表示を表示させ、前
記仮想の表示は、仮想電極のアレイとして、前記エレクトロウェッティング液滴マイクロ
アクチュエータにおける液滴操作、電極及び液滴輸送経路をグラフィカル表示し、同一の
電気出力に連結された仮想の電極のサブセットの１つの電極に対応する仮想の電極にマウ
スオーバーされると、前記サブセットの電極に対応する全ての仮想の電極を強調表示させ
、前記サブセットの１つの電極に対応する仮想の電極が選択操作されると、前記サブセッ
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トの全ての電極を活性化させるソフトウェアとを備える請求項１記載のシステム。
【請求項１４】
　活性化された仮想の電極を活性化されていない仮想の電極と区別する請求項１３記載の
システム。
【請求項１５】
　極性を切り替える反転出力を表示するようにプログラムされている請求項１３記載のシ
ステム。
【請求項１６】
　エレクトロウェッティング液滴マクロアクチュエータにおける電気制御線の仮想の表示
を表示するようにプログラムされた請求項１３記載のシステム。
【請求項１７】
　各電極が活性化された回数を追跡する各電極の活性化の履歴を記録する請求項１３記載
のシステム。
【請求項１８】
　（ａ）メモリと接続されたコントローラと、
　（ｂ）前記コントローラと電子的に連結され、連続的に電極を活性化することによって
離散的な液滴を操作するエレクトロウェッティング液滴マイクロアクチュエータと、
　（ｃ）前記コントローラと電子的に連結されるユーザインターフェイスを表示するディ
スプレイデバイスと、
　（ｄ）メモリに格納され、前記ユーザインターフェイスに液滴操作及び液滴輸送経路に
配置された電極の仮想の表示を表示させ、前記ユーザインターフェイスは、エレクトロウ
ェッティング液滴マイクロアクチュエータにおける制御線への同一の電気接続を有する複
数の電極に対応する仮想の電極のセットを表し、前記セットの仮想の電極にマウスオーバ
ーすると、前記セットの全ての仮想の電極を強調表示し、前記セットの仮想の電極を選択
すると、前記セットの仮想の電極に対応する全ての電極を活性化するソフトウェアとを備
えるシステム。
【請求項１９】
　前記ユーザインターフェイスは、仮想の流体貯槽をグラフィカル表示する請求項１８記
載のシステム。
【請求項２０】
　前記ユーザインターフェイスは、仮想の電極の開始位置から目標位置までの最短経路を
表示する請求項１８記載のシステム。
【請求項２１】
　前記コントローラは、各仮想の電極の行及び列の位置を含むファイルを読み込む請求項
１８記載のシステム。
【請求項２２】
　前記コントローラは、各電極が活性化された回数を追跡する各電極の活性化の履歴を記
録する請求項１８記載のシステム。
【請求項２３】
　メモリに格納されたコードを実行するプロセッサを備え、
前記コードは前記プロセッサに、仮想の電極のアレイを表示するエレクトロウェッティン
グ液滴マイクロアクチュエータの仮想の表示を表示させ、前記仮想の電極は、前記エレク
トロウェッティングマイクロアクチュエータにおける同一の電気出力に連結された電極の
サブセットに対応する前記仮想の電極のサブセットを含み、前記サブセットの仮想の電極
にマウスオーバーすると、前記仮想の電極の前記サブセットにおける全ての仮想の電極が
強調表示されるシステム。
【請求項２４】
　前記コードは、前記プロセッサに、さらに、前記エレクトロウェッティング液滴マイク
ロアクチュエータの前記仮想の表示において仮想の流体貯槽を表示させる請求項２３記載
のシステム。
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【請求項２５】
　前記コードは、前記プロセッサに、さらに、アレイにおける行及び列の位置を有する仮
想の電極のアレイとして前記仮想の表示を表示させる請求項２３記載のシステム。
【請求項２６】
　前記コードは、前記プロセッサに、さらに、活性化された仮想の電極を活性化されてい
ない仮想の電極と区別させる請求項２５記載のシステム。
【請求項２７】
　前記コードは、前記プロセッサに、さらに、仮想の電極の前記行及び列の位置を表示さ
せる請求項２５記載のシステム。
【請求項２８】
　前記コードは、前記プロセッサに、さらに、仮想の液滴を開始位置から目標位置まで移
動させる請求項２３記載のシステム。
【請求項２９】
　前記コントローラは、各電極が活性化された回数を追跡する各電極の活性化の履歴を記
録する請求項２３記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　１　付与情報
　本発明を導く研究は、少なくとも部分的にＮＩＨ付与番号１　Ｒ４４　ＤＫ０６６９５
６－０１、１　Ｒ４３　ＧＭ０７２１５５－０１、１　Ｒ２１　ＨＧ００３７０６－０１
、ＮＮＪ０６ＪＤ５３Ｃおよび５ＵＯｌ　ＡＩ０６６５９０－０２によって支援された。
米連邦は、本明細書に記載される本発明において一定の権利を有しうる。
【０００２】
　２　関連出願
　本出願は、２００６年５月９日出願の「Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ａｎａｌｙｚｅｒ　Ｕｓｉ
ｎｇ　Ｄｒｏｐｌｅｔ－Ｂａｓｅｄ　Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃｓ」というタイトルの関
連する米国特許仮出願第６０／７４６，７９７号および２００６年６月３０日出願の「Ｓ
ｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｄｒｏｐｌｅｔ　Ｍｉｃｒｏａｃｔｕ
ａｔｏｒ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ」というタイトルの関連する米国特許仮出願第６０／８
０６，４１２号に関連し、参照によって組み込まれる。
【０００３】
　３　発明の分野
　本発明の一態様は、液滴マイクロアクチュエータにおける液滴の移動を制御するための
システムおよび方法に関する。本態様はまた、液滴マイクロアクチュエータにおける液滴
の移動を制御するためのコードを作成するためのソフトウェアおよびシステムにも関する
。
【０００４】
　本発明の別の態様は、試料の処理および／または分析のための液滴マイクロアクチュエ
ータデバイス、システムおよび方法に関する。デバイスおよびシステムは、携帯可能なデ
バイスまたはハンドへルド式デバイスとして提供されてよく、試料収集点における分析を
行うために好都合に用いられてもよい。本発明は、たとえば、医療、環境（たとえば、生
物攻撃および／または化学攻撃）、農業設定および工業設定における監視、検査および／
または分析に有用である。
【背景技術】
【０００５】
　４　発明の背景
　４．１　マイクロ流体システム
　過去数年にわたって、研究者は、直接的電気制御による個別の液滴の操作に基づいてマ
イクロ流体工学を進歩させてきた。そのようなシステムの例は、いずれもＰａｍｕｌａら
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に付与された米国特許第６，９１１，１３２号および米国特許出願第２００４／００５８
４５０号に見ることができる。これらの特許文書は、液滴を電気的に操作するための装置
について記載している。Ａｄｖａｌｙｔｉｘ　ＡＧ（Ｍｕｎｉｃｈ）に譲渡されたＷｉｘ
ｆｏｒｔｈの米国特許第６，７７７，２４５号は、チップに無線周波数の電気パルスを印
加することによって生成される表面音響波を用いてバイオチップの表面における化学反応
を電子的に制御する機能を有することが報告されている技術について記載している。Ｇａ
ｓｃｏｙｎｅらは、米国特許出願第２００５／００７２６７７号、米国特許出願第２００
４／０１７８０６８号、米国特許出願第２００４／００１１６５１号、米国特許出願第２
００３／０１７３２２３号、米国特許出願第２００３／０１７１３２５号、米国特許出願
第２００３／０１０２８５４号および米国特許出願第２００２／００３６１３９号におい
て、流体を通過する材料または物体の移動を管理するために、誘導泳動の使用について報
告している。Ｆｌｕｉｄｉｇｍに譲渡された特許および特許公報は、個別の経路および中
間スイッチのネットワークを形成する流体制御弁および相互接続チャネルに基づく技術に
ついて記載している。Ｌａｂｃｙｔｅ　Ｉｎｃ．の米国特許第６，４１６，１６４号およ
び他の特許は、集束音響エネルギー（超音波）を用いてマイクロリットル以下の輸送容量
を目標とするその生成物のために開放ウェルから液体の小液滴を取り出すことについて記
載している。ＨａｎｄｙＬａｂは、複数の個別のプラグが互いに独立して機能するマイク
ロチャネルネットワークによってナノリットルサイズの液体プラグを作成して推進する内
部に生成される圧力に左右されるマイクロ流体システム、すなわち熱空気ポンプの開発に
ついて報告している。当該分野では、これらの液滴マイクロアクチュエータを直接制御す
るために用いられうるシステム、液滴マイクロアクチュエータを制御するためのソフトウ
ェアを開発してトラブルの解決に用いられうるシステム、液滴マイクロアクチュエータお
よび液滴マイクロアクチュエータシステムの構成要素を制御するためのソフトウェア言語
が依然として必要とされている。
【０００６】
　マイクロ流体システムは、連続フローおよび離散フローに基づくアーキテクチャに大ま
かに分類されうる。連続フローシステムは、システム（パイプ、ポンプおよび弁を想定す
る）内に連続的に供給される液体に左右されるのに対して、離散フローシステムは、流体
の液滴を利用する。
【０００７】
　連続フローシステムは、液体輸送が永久にエッチングされたチャネルに物理的に閉じ込
められるという事実によって制限される。用いられる輸送機構は通常、外部ポンプによっ
て圧力駆動されるか、または高電圧によって動電学的に駆動される。これらの手法は、複
雑なチャネリングを伴い、外部ポンプ、弁または電源の形態で大型支持システムを必要と
する。これらの制約は、高度の機能の統合化を達成し、常套の連続フローシステム、特に
試料点収集においてハンドへルド式デバイスを実現する際に制御することを困難にする。
さらに、流体フローは単向性であり、したがって、容易には再構成またはプログラムする
ことができない。
【０００８】
　さらに、連続フローチャネルシステムの技術的な制限は、１つのチップ上でのＰＣＲ、
免疫検定、化学および細胞処理などの分析の複数の形式の統合を可能にしない。これらの
技術がラボ・オン・ア・チップでの検定を小型化する場合であっても、チップ上でのさら
に制限された操作を管理するために大型の機器を必要とする。したがって、ＰＯＳＣ用途
で要求される多機能性および可搬性の要求を満たすことができるマイクロ流体ラボ・オン
・ア・チップに対する要求が存在する。
【０００９】
　４．２　携帯可能な分析器の背景
　試料収集検査点は、医学的監視および診断から環境検査に及ぶ種々の状況において有用
である。医学的監視または放流河川の環境的監視のような状況において、試料検査点は、
試料収集から施される作用までの時間を最小限に抑えることができる。さらに、多くの場
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合には、中央ラボへの輸送のために試料を保存することが事実上不可能である可能性があ
る。そのような保存が可能である場合であっても、必要とされる高価な手順は、保存およ
び中央ラボへの輸送を経済的に実行不可能にする可能性がある。あるいは、研究者は、理
想に満たない状態下で、輸送によって生じるある程度の分析精度の低下を許容するように
強いられる可能性がある。
【００１０】
　複数のグループが、試料収集点検査を可能にするシステムを構成し、または構成しよう
と試みてきた。たとえば、Ｌａｕｋｓの米国特許第５，０９６，６６９号は、実時間流体
分析のための検知デバイスについて記載している。Ｚｅｌｉｎの米国特許第５，８２１，
３９９号は、使い捨て可能な流体分析検知デバイスにおける自動的な流体フロー補償のた
めの方法について記載している。米国特許第５，１２４，６６１号において、Ｚｅｌｉｎ
らは、携帯可能な血液分析器の機能性を検査するための再利用可能な検査ユニットについ
て記載している。Ｅｎｚｅｒらの米国特許第４，４３６，６１０号は、血液の水素イオン
活性値またはｐＨ値を測定するための装置について記載している。Ｃｈｅｎｇらの米国特
許第６，０７１，３９４号、米国特許第６，４０３，３６７号および米国特許第６，２８
０，５９０号およびＳｈｅｌｄｏｎらの米国特許第６，１２９，８２８号は、すべて、Ｎ
ａｎｏｇｅｎ　Ｉｎｃ．（Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，ＣＡ）に譲渡されており、誘導泳動によ
り、微細加工された電子チップにおいてヒト末梢血から細菌細胞および癌細胞の分離を行
うためのデバイスについて記載している。Ｍｉｌｅｓらの米国特許第６，５７６，４５９
は、免疫検定およびＰＣＲ検定の両方をコンパクトなマイクロチップに組み込む試料調製
および分析デバイスについて記載している。Ｂｉｏｓｉｔｅ　Ｉｎｃ．（Ｓａｎ　Ｄｉｅ
ｇｏ，ＣＡ）は、心臓発作に関連する高い心臓マーカー（ミオグロビン、ＣＫ－ＭＢおよ
びトロポニンＩ）の検出のために、一連の３つの免疫検定のためのポイント・オブ・ケア
検査製品を販売している（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｉｏｓｉｔｅ．ｃｏｍ／ｐｒｏｄｕ
ｃｔｓ／ｃａｒｄｉｏ．ａｓｐｘ）。Ｂｕｅｃｈｌｅｒらの米国特許第６，０７４，６１
６号は、光学構成要素に対して試料を位置決めするための駆動電子機器を有する蛍光光度
計について記載している。Ｂｒｅｎｎｅｎらの米国特許第６，６３２，４００号は、マイ
クロ流体チャネル、区画およびフロー制御要素からなるマイクロ流体デバイスについて記
載している。Ｂｏｅｃｋｅｒらの米国特許第６，９６６，８８０号は、一体になった試料
抽出デバイスを有するサンプリングモジュール、体液を収容する試料ポート、体液の分析
のための検定センサモジュール、検定からの情報の検出を伴う分析的検出器モジュールお
よび有線ネットワークまたはワイヤレスネットワークを介して情報を遠隔位置に伝送する
ための通信モジュールを備えた携帯可能な医療分析器について記載している。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　５　発明の簡単な説明
　本発明の一態様は、液滴マイクロアクチュエータ操作のためのシステムおよび方法に関
する。この態様の一実施形態によれば、システムが提供され、該システムは、（ａ）コン
トローラ、（ｂ）コントローラに電子的に連結される液滴マイクロアクチュエータおよび
（ｃ）コントローラに電子的に連結されるユーザインターフェイスを表示するディスプレ
イデバイスを備え、ユーザがユーザインターフェイスと相互作用することによって液滴操
作を行うことを可能にするようにプログラムおよび構成される。この態様の別の実施形態
によれば、別のシステムが提供され、該システムは、（ａ）プロセッサ、（ｂ）プロセッ
サに電子的に連結されるディスプレイデバイスおよび（ｃ）コントローラに電子的に連結
される記憶デバイス、コントローラに電子的に連結されるメモリデバイス、および／また
はコントローラに読み込まれ、および／または格納され、液滴マイクロアクチュエータの
相互作用マップを表示するようにプログラムされるソフトウェアを備える。この態様のさ
らに別の実施形態によれば、さらなるシステムが提供され、該システムは、（ａ）コント
ローラ、（ｂ）コントローラに電子的に連結される液滴マイクロアクチュエータ、（ｃ）
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コントローラに電子的に連結されるユーザインターフェイスを表示するディスプレイデバ
イスおよび（ｄ）コントローラに電子的に連結される記憶デバイス、コントローラに電子
的に連結されるメモリデバイス、および／またはコントローラに読み込まれおよび／また
は格納されるプロトコルを実行するためのソフトウェアを備える。
【００１２】
　本発明の別の態様は、液滴に基づくマイクロ流体を用いた携帯可能な分析器に関する。
この態様の一実施形態によれば、試料分析器が提供され、該試料分析器は、（ａ）電子的
受信手段または光学的受信手段を備える分析器ユニット、（ｂ）自己充足式液滴処理機能
を備えるカートリッジ、および（ｃ）カートリッジからの電子出力および／または光出力
を分析ユニットにおける電子的受信手段または光学的受信手段と整列させて、カートリッ
ジを分析器ユニットに連結するための手段を備える。この態様の別の実施形態によれば、
試料分析器が提供され、該試料分析器は、試料分析器に連結される試料分析器カートリッ
ジと、カートリッジと分析器との間の電子インターフェイスおよび／または光学インター
フェイスの手段とを備え、それにより、電気信号および／または光信号が、カートリッジ
から分析器に伝送されてよい。
【００１３】
　６　定義
　本明細書で用いられるとき、以下の用語は、示された意味を有する。
【００１４】
　１つまたは複数の電極に関して「活性化する」とは、液滴操作を結果として生じる１つ
または複数の電極の電気状態に変化をもたらすことを意味する。たとえば、電極は、直流
電位を印加することによって；交流電位を印加することによって活性化され得、その結果
、活性化された電極は、交流電位を有し、非活性電極は、接地電位または他の参照電位を
有するようにするか、および／または電位を電極に対して印加し、次いで反転することを
繰り返すことによって、活性化されうる。出力の極性の間で迅速に切り換えるために、ソ
フトウェアを用いることによって、交流モードを実現することができることを留意すべき
である。
【００１５】
　「検体」は、試料に存在しうる検出のための標的物質を意味する。具体的な例としては
、抗原物質、ハプテン、抗体、タンパク質、ペプチド、アミノ酸、ヌクレオチド、核酸、
薬物、イオン、塩、小分子、細胞などが挙げられる。
【００１６】
　液滴マイクロアクチュエータにおけるビーズに関する「ビーズ」は、液滴マイクロアク
チュエータ上にあるまたは液滴マイクロアクチュエータに近接する液滴と相互作用するこ
とが可能な任意のビーズまたは粒子を意味する。ビーズは、たとえば、液滴マイクロアク
チュエータ上で液滴に輸送されてよく、液滴マイクロアクチュエータ上の液滴を液滴マイ
クロアクチュエータ上の液滴および／または液滴マイクロアクチュエータ以外の液滴と接
触させることが可能な様式で、液滴マイクロアクチュエータに対して構成されることがで
きてよい。ビーズは、種々の形状、たとえば、球、略球、卵形、円盤形、立方体および他
の３次元形状などのいずれであってもよい。ビーズは、たとえば、樹脂およびポリマーを
はじめとする種々の材料を用いて製造されてもよい。ビーズは、たとえば、マイクロビー
ズ、マイクロ粒子、ナノビーズおよびナノ粒子をはじめとする任意の適切なサイズであっ
てよい。Ｂｉｏ－Ｒａｄ　ＬａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓのＢｉｏＰｌｅｘ　２２００ビーズ
などのＢｉｏＰｌｅｘビーズは、具体的な実施形態である。一部の場合には、ビーズは、
磁気応答性である。他の場合には、ビーズは、あまり磁気応答性ではない。磁気応答性ビ
ーズの場合には、磁気応答性材料が、ビーズの実質的にすべてまたはビーズの唯一の構成
要素を構成してもよい。ビーズの残りは、中でもポリマー材料、コーティングおよび検定
試薬の付着を可能にする部分を含んでもよい。適切な磁気応答性ビーズの例としては、２
００５年１１月２４日公開の「Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ　ｆｌｏｗ　ａｓｓａｙｓ　ｐｒｅｆ
ｅｒｅａｂｌｙ　ｗｉｔｈ　ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ａｓ　ｓｏｌｉｄ
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　ｐｈａｓｅ」というタイトルの米国特許公開第２００５－０２６０６８６号に記載され
、その開示内容全体が、磁気反応性材料およびビーズに関する教示のために、参照によっ
て本明細書に組み込まれる。
【００１７】
　「連通する」（たとえば、第１の構成要素が第２の構成要素と「連通する」または「連
通状態にある」）は、２つ以上の構成要素または要素間の構造的関係、機能的関係、機械
的関係、光学的関係、電気的関係または流体的関係またはそれらの任意の組み合わせを表
すために本明細書では用いられる。したがって、１つの構成要素が第２の構成要素と連通
していると書かれている事実は、さらなる構成要素が、第１の構成要素と第２の構成要素
との間に存在してもよく、第１の構成要素および第２の構成要素と動作可能に関連付けら
れてもよく、または、第１の構成要素および第２の構成要素と係合してよいという可能性
を排除することを意図していない。
【００１８】
　「チップ」は、シリコンまたは半導体のみならず、ガラス、プリント回路基板、プラス
チック、または液滴が操作される任意の他の基材も含めた任意の基材を指す。
【００１９】
　「液滴」は、充填剤流体によって少なくとも部分的に制限される、液滴マイクロアクチ
ュエータ上の一定容量の液体を表す。たとえば、液滴は、充填剤流体によって完全に包囲
されてもよく、または充填剤流体、および液滴マイクロアクチュエータの１つまたは複数
の表面によって制限されてもよい。液滴は、種々の形状をとってもよく、非限定的な例と
しては、略円盤形、弾丸形、切頭球、楕円形、球、部分的に圧縮した球、半球、卵形、円
筒形および融合または分割などの液滴操作中に形成される種々の形状、または液滴マイク
ロアクチュエータの１つまたは複数の表面とのそのような形状の接触の結果として形成さ
れる種々の形状が挙げられる。
【００２０】
　「液滴操作」は、液滴マイクロアクチュエータにおける液滴の任意の操作を意味する。
液滴操作としては、たとえば、液滴マイクロアクチュエータ内への液滴の投入、供給源の
液滴からの１つまたは複数の液滴の分配、液滴の２つ以上の液滴への分割、分離または分
裂、任意の方向におけるある位置から別の位置への液滴の輸送、２つ以上の液滴の１つの
液滴への融合または結合、液滴の希釈、液滴の混合、液滴の攪拌、液滴の変形、液滴の所
定の位置での保持、液滴の培養、液滴の加熱、液滴の気化、液滴の冷却、液滴の配置、液
滴マイクロアクチュエータからの液滴の輸送、本明細書に記載される他の液滴操作および
／または上記の操作の任意の組み合わせが挙げられる。「融合する」「融合」「結合する
」「結合」などの用語は、２つ以上の液滴から１つの液滴を作成することを記述するため
に用いられる。そのような用語は、２つ以上の液滴に関して用いられる場合には、２つ以
上の液滴を組み合わせて結果として１つの液滴にするのに十分な液滴操作の任意の組み合
わせを用いてもよいことを理解すべきである。たとえば、「液滴Ｂと液滴Ａとの融合」は
、静止している液滴Ｂと接触させるように液滴Ａを輸送すること、静止している液滴Ａと
接触させるように液滴Ｂを輸送すること、または液滴Ａおよび液滴Ｂを互いに接触するよ
うに輸送することによって達成されうる。「分割」「分離」および「分裂」は、結果とし
て生じる液滴のサイズに対して任意の具体的な成果（すなわち、結果として生じる液滴の
サイズは、同一であっても異なっていてもよい）または結果として生じる液滴の数（結果
として生じる液滴の数は２、３、４、５またはそれより多くてもよい）を暗示することを
意図していない。「混合」なる用語は、液滴内の１つまたは複数の構成要素のより均質な
分配を結果として生じる液滴を意味する。「投入」液滴操作の例としては、マイクロ透析
投入、圧力補助投入、ロボット投入、受動的投入およびピペット投入が挙げられる。
【００２１】
　電気構成要素に関して「電子的結合」または「結合」は、２つ以上の構成要素または要
素の間の電気的関係またはデータ関係を表すために本明細書において用いられる。したが
って、第１の構成要素が、第２の構成要素に電子的に連結されることになっているという
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事実は、さらなる構成要素が、第１の構成要素と第２の構成要素との間に存在してもよく
、第１の構成要素および第２の構成要素と動作可能に関連付けられてもよく、または第１
の構成要素および第２の構成要素と連動してもよいという可能性を排除することを意図し
ていない。さらに、電気的に連結される構成要素は、一部の実施形態において、構成要素
を介在する無線電信を含んでもよい。
【００２２】
　液滴マイクロアクチュエータマップなどのユーザインターフェイスなどに関連して用い
られる「強調」は、本明細書において述べるとき、たとえば、色、明るさ、陰影、形状に
おける変化によって、またはシンボル、アイコンまたは他の可視識別子の出現／消失によ
って、ユーザインターフェイスまたはマップの構成要素が視覚的に区別されうることを意
味する。たとえば、ユーザインターフェイスにおける電極の表示にマウスポインタを重ね
ること、またはユーザインターフェイスにおける電極の表示を選択することにより、電極
表示の色を変化させてもよい。音もまた、システムとユーザとの相互作用をさらに容易に
するために、強調された項目に付随して生じてもよい。
【００２３】
　「入力デバイス」は、情報をコンピュータシステム内またはネットワーク上に入力する
ためのデバイスおよび方法のすべての可能なタイプを示すために広く用いられる。例とし
ては、スタイラスに基づくデバイス、ペンに基づくデバース、キーボードデバイス、キー
パッドデバイス、タッチパッドデバイス、タッチスクリーンデバイス、ジョイスティック
デバイス、トラックボールデバイス、マウスデバイス、バーコードリーダデバイス、磁気
ストリップリーダデバイス、赤外線デバイス、音声認識技術が挙げられる。
【００２４】
　「マウスポインタを上に重ねる」は、ユーザインターフェイス上の物体によってカーソ
ルまたは他の選択デバイスを関連付けることを意味する。マウスポインタを上に重ねるこ
とは、マウス、キーボードまたはジョイスティックまたはそのようなデバイスの組み合わ
せなどの種々の入力デバイスを用いて達成されてもよい。
【００２５】
　「出力デバイス」は、コンピュータシステムからユーザまたは別のシステムに情報また
はデータを出力するためのデバイスおよび方法のすべての可能なタイプを示すために広く
用いられる。例としては、視覚的表示、ＬＥＤ、プリンタ、スピーカ、モデムおよび無線
トランシーバが挙げられる。
【００２６】
　「プロトコル」は、非限定的に、１つまたは複数の液滴マイクロアクチュエータにおけ
る液滴操作を含む一連の工程を意味する。
【００２７】
　ユーザインターフェイス上に表示されたアイコン、フィールドまたは仮想ボタンなどの
ユーザ相互作用性要素に関して「選択」は、対象物に関連する命令の実行を結果として生
じる入力を提供することを意味する。したがって、たとえば、電極表示を指してクリック
することによる液滴マイクロアクチュエータマップ上に表示された電極の表示の選択は、
実際の電極を作動するために必要な命令および／または実際の電極の作動を命令する一連
の命令にコードの行を追加するために必要な命令の実行を結果として生じてもよい。選択
は、マウス、ジョイスティックおよび／またはキーボードなどの種々の入力デバイスのい
ずれかまたは入力デバイスの組み合わせを用いて達成されてもよい。
【００２８】
　抗体または検体中、表面上などの分子の固定化に関する「表面」は、液滴マイクロアク
チュエータ上の液滴と相互作用するための機能を保持しながら分子を固定化することがで
きる任意の表面を意味する。たとえば、表面は、液滴マイクロアクチュエータの上部プレ
ートまたは下部プレートにおける表面などの液滴マイクロアクチュエータにおける表面、
液滴マイクロアクチュエータの上部プレートまたは下部プレートから延在する表面、液滴
マイクロアクチュエータ上の液滴相互作用することを可能にする様式で、液滴マイクロア
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クチュエータ上に位置決めされる物理的な対象物における表面、および／または液滴マイ
クロアクチュエータ（たとえば液滴内および／または液滴の外側であるが液滴マイクロア
クチュエータ内）に位置決めされるビーズであってもよい。
【００２９】
　液滴マイクロアクチュエータは空間におけるその位置に関係なく機能的であるため、「
上部」および「下部」なる用語は、説明全体を通じて、便宜上としてのみ液滴マイクロア
クチュエータの上部基材および下部基材に関して用いられる。
【００３０】
　層、領域または基材などの所与の構成要素が、本明細書において、別の構成要素の「上
に」配置または形成されると言及されている場合には、その所与の構成要素が、他の構成
要素の上に直接的にあってもよく、またはあるいは介在する構成要素（たとえば、１つま
たは複数のコーティング、層、中間層、電極または接点）もまた存在してもよい。「上に
配置される」および「上に形成される」なる用語は、所与の構成要素が別の構成要素に関
してどのように位置決めまたは位置付けられるかを記述するために同義で用いられること
をさらに理解されよう。したがって、「上に配置される」および「上に形成される」なる
用語は、材料の輸送、堆積または作製の具体的な方法に関連する任意の制限を導入するこ
とを意図していない。
【００３１】
　任意の形態（たとえば、液滴または連続体、移動または静止している）における液体は
、電極、アレイ、マトリックスまたは表面「の上に」「で」または「の上方に」あるもの
として記載されている場合には、そのような液体は、電極／アレイ／マトリックス／表面
と直接接触状態にあってもよく、または液体と電極／アレイ／マトリックス／表面との間
に介在される１つまたは複数の層または膜と接触状態にあってもよい。
【００３２】
　液滴が、液滴マイクロアクチュエータの「上」または「上に投入される」と記載される
場合には、液滴は、液滴マイクロアクチュエータを用いて液滴における１つまたは複数の
液滴操作を行うことを容易にする様式で液滴マイクロアクチュエータ上に配置されるか、
液滴の特性または液滴からの信号の検知を容易にする様式で液滴マイクロアクチュエータ
上に配置されるか、および／または液滴が液滴マイクロアクチュエータにて液滴操作に付
されていることを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
　７　図面の簡単な説明
【図１】本発明の実施形態による液滴マイクロアクチュエータシステムの図である。
【図２】本発明の実施形態によるコントローラ基板の図である。
【図３】本発明の実施形態による液滴マイクロアクチュエータコントローラ基板の図であ
る。
【図４】本発明の実施形態によるマイクロアクチュエータコントローラのブロック図であ
る。
【図５Ａ】本発明の実施形態による携帯可能なハンドへルド式分析器の図である。
【図５Ｂ】本発明の実施形態による携帯可能なハンドへルド式分析器の図である。
【図６】本発明の実施形態による液滴マイクロアクチュエータおよびカートリッジの図で
ある。
【図７】本発明の実施形態による検出器コントローラ基板の図である。
【図８】本発明の実施形態による検出器コントローラ基板のブロック図である。
【図９】本発明の実施形態による人間‐機械インターフェイス（ＨＭＩ）コントローラ基
板の図である。
【図１０】本発明の実施形態による液滴制御システムのユーザインターフェイスの図であ
る。
【図１１】本発明の実施形態による携帯可能なハンドへルド式分析器の図である。
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【図１２】本発明の実施形態による生体液分析器の斜視図である。
【図１３】図１３Ａ～図１３Ｄは、本発明の種々の実施形態による液滴マイクロアクチュ
エータセンサ要素構成を示す側部輪郭図である。
【図１４】本発明の実施形態による携帯可能なシステムを用いた機能工程を示すブロック
図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　８　発明の詳細な説明
　本発明は、液滴の移動を制御するためのコードを作成するためのソフトウェアおよびシ
ステムを含む、液滴マイクロアクチュエータにおける液滴の移動を制御するためのシステ
ムおよび方法に関する。本発明はまた、携帯可能なデバイスまたはハンドへルド式デバイ
スの提供をはじめとする試料の処理および／または分析を行うための液滴マイクロアクチ
ュエータデバイス、システムおよび方法に関する。
【００３５】
８．１　液滴マイクロアクチュエータ操作のためのシステムおよび方法
　本発明の一態様は、液滴制御システム、プログラミングシステム、プロトコル実行シス
テム、ならびに、液滴制御システム、プログラミングシステムおよび／またはプロトコル
実行システムを含む統合システムを提供する。これらのシステムを制御するための方法ま
たはコンピュータが使用可能な命令も提供される。液滴制御システムは、ユーザが、液滴
操作および検出器操作などの液滴マイクロアクチュエータシステム機能を制御することを
可能にする。プログラミングシステムは、ユーザが液滴操作および検出器操作などの液滴
マイクロアクチュエータシステム機能を制御するためのソフトウェアルーチンまたはコン
ピュータが使用可能な命令を開発することを可能にする。プロトコル実行システムは、ユ
ーザが液滴操作および検出器操作などの液滴マイクロアクチュエータシステム機能を制御
するソフトウェアルーチンを実行することを可能にする。
【００３６】
　高レベルで、本発明のシステムのそれぞれは、典型的には、プロセッサまたはコントロ
ーラ、液滴マイクロアクチュエータ、検出器（任意）、入力デバイスおよび出力デバイス
ならびにソフトウェアを含む。液滴制御システムは、液滴マイクロアクチュエータシステ
ム機能を制御するための液滴制御インターフェイスを表示するようにプログラムされる液
滴制御ソフトウェアを含む。プログラミングシステムは、液滴マイクロアクチュエータシ
ステム機能を制御するための一連のコンピュータが実行可能な命令またはコンピュータが
使用可能な命令の作成を容易にするようにプログラムされるプログラミングソフトウェア
を含む。プロトコル実行システムは、液滴マイクロアクチュエータシステム機能を制御す
るための一連のコンピュータが実行可能な命令またはコンピュータが使用可能な命令の実
行を容易にするようにプログラムされるプロトコル実行ソフトウェアを含む。
【００３７】
　システムは、個別の独立したシステムとして提供されてもよい。システムのうち、２つ
以上のシステムが１つのシステムとして統合されてもよい。たとえば、液滴制御システム
およびプログラミングシステムは、液滴マイクロアクチュエータシステム機能の制御およ
び液滴マイクロアクチュエータシステム機能の制御のためのソフトウェアまたはコードの
作成のために、１つのシステムに好都合に組み合わせられうる。
【００３８】
　次の節は、本発明の種々の態様を説明しており、８．１．１節では、コントローラ、液
滴マイクロアクチュエータ、検出器、入力デバイスおよび出力デバイスならびにソフトウ
ェアを含むシステムの一定の構成要素の概要から始める。次に、８．１．２節では、液滴
制御システム、プログラミングシステムおよびプロトコル実行システムをはじめとする３
つのシステムのそれぞれについてさらに詳細に説明する。８．１．３節は、システムの検
出器構成要素についてさらに詳細に説明する。８．１．４節は、本発明のシステムに関連
する他の方法について説明する。最後に、８．３節は、液滴マイクロアクチュエータの種
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々の態様および本発明のシステムの構成要素としてのその操作について説明する。
【００３９】
　８．１．１　システム構成要素
　操作プロトコルの液滴操作、検出、流体投入および他の工程は、図１に示されるような
液滴マイクロアクチュエータシステムを用いて達成されうる。種々の液滴操作プロトコル
の工程は、液滴制御システムおよび／またはプログラミングシステム１１０を用いて行わ
れうる。操作プロトコルの実行のためにコントローラに読み込まれうる、一連のコンピュ
ータが実行可能な命令が書かれていてよい。液滴制御システムおよび／またはプログラミ
ングシステム１１０ならびにプロトコル実行システム１１２を含む統合システムを用いて
もよい。液滴制御システムおよび／またはプログラミングシステム１１０は、ユーザが、
液滴操作および流体投入プロトコル用センサ操作などの液滴マイクロアクチュエータシス
テム機能を制御することを可能にする。プロトコル実行システム１１２は、ユーザが液滴
操作および流体投入操作などの液滴マイクロアクチュエータシステム機能を制御するソフ
トウェアルーチンを実行することを可能にする。本発明はまた、これらの種々の処理また
はプロトコルを行うための方法またはコンピュータが使用可能な命令を提供する。プラッ
トフォームのプログラム可能な柔軟性は、検定の迅速な最適化を可能にし、状態実行工程
を実装することを可能にする。たとえば、特定の検査結果によって誘発される場合には、
較正、確認検査またはさらなる制御を実行することができる。一部の実施形態において、
システムは、試料調製工程を統合することができる。システムの自動化および／または液
滴マイクロアクチュエータ上の操作は、可搬性を強化し、検定をさらに迅速かつわずかな
訓練を受けただけの人員によって行うことができ、それにより、人的エラーを削減するこ
とを可能にする。
【００４０】
　図１をさらに参照すると、高レベルで、本発明のシステムのそれぞれは、典型的には、
プロセッサまたはコントローラ１１４、液滴マイクロアクチュエータ１１６、センサまた
は検出器１１８、入力デバイス１２０、出力デバイス１２２およびソフトウェアを含む。
入力デバイス１２０および出力デバイス１２２は、人間‐機械インターフェイス（ＨＭＩ
）コントローラ１２４によって接続されうる。液滴制御システムは、典型的には、コンピ
ュータまたはプロセッサ１２６にて実行し、液滴マイクロアクチュエータシステム機能を
制御するための液滴制御インターフェイスを表示するようにプログラムされる液滴制御ソ
フトウェアを含む。プロトコル実行システム１１２は、液滴マイクロアクチュエータシス
テム機能を制御するために一連のコンピュータが実行可能な命令またはコンピュータが使
用可能な命令の実行を容易にするようにプログラムされ、液滴操作、検出、流体投入およ
び他のプロトコルを行うプロトコル実行ソフトウェアを含む。この態様の種々の構成要素
は、次の節で説明される。
【００４１】
　８．１．１．１　コントローラ
　本発明のシステムは、コントローラ１１４を含んでもよい。コントローラは、ソフトウ
ェア命令の格納、解釈およびまたは実行などの処理機能を提供するように機能する。コン
トローラは、たとえば、メモリを備えたデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、マイクロコ
ントローラまたは特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）から構成されてもよい。適切なＤＳ
Ｐプロセッサの例は、Ａｎａｌｏｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｂｌａｃｋｆｉｎ　ＤＳＰプロセ
ッサである。
【００４２】
　コントローラは、液滴マイクロアクチュエータ、任意の検出器ならびに任意の入力デバ
イスおよび／または出力デバイスなどの本発明の種々のハードウェア構成要素に電子的に
連結される。コントローラは、これらのデバイスのデータおよび／または電源の態様を制
御するように構成されかつプログラムされてもよい。たとえば、液滴マイクロアクチュエ
ータに対して、コントローラは、電極を活性化／非活性化することによって液滴操作を制
御する。本発明のこの態様については、８．３節でさらに説明される。
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【００４３】
　図１に示されているように、コントローラ１１４は、さらに、プロセッサ、入力デバイ
スおよび出力デバイス、データ格納媒体ならびに他の構成要素を含む個別のコンピュータ
システムに電子的に連結されていてよい。この配置は、液滴制御システムおよび／または
プログラミングシステム１１０において特に有用であり、コンピュータシステムは、液滴
制御ユーザインターフェイスおよび／またはプログラミングユーザインターフェイスを操
作するようにプログラムされる。この配置において、コンピュータシステムのプロセッサ
１２６は、一実施形態において、ユーザインターフェイスを介して入力を受け入れて、命
令をコントローラに伝送し、たとえば、電極の活性化／非活性化、電極、メモリおよび／
または検出器の読み出しなどを行ってもよい。
【００４４】
　プロトコル実行システム１１２において、システムを制御するためのソフトウェアは、
コントローラに液滴マイクロアクチュエータシステム機能を制御させるために、コントロ
ーラに直接読み込まれ、コントローラによって実行されてもよい。この実施形態において
、システムは、携帯可能なシステムまたはハンドへルド式システムとして自立的に実行す
ることができる。携帯可能なシステムまたはハンドへルド式システムは、さらに以下でさ
らに詳細に説明される。
【００４５】
　図２に示されているように、コントローラプロセッサ２０２は、コントローラ基板２０
４の構成要素として提供されてもよい。コントローラ基板２０４のコントローラプロセッ
サ２０２は、液滴マイクロアクチュエータシステムの他のすべての基板を監視して制御す
るために利用される。コントローラ基板２０４は、外部バスポート２０６、内部バスポー
ト２０８およびＵＳＢ通信ポート２１２などのプロセッサに電子的に連結される種々の外
部および内部で利用可能な通信ポートを含んでもよい。外部ポートは、人間‐機械インタ
ーフェイス（ＨＭＩ）コントローラ基板２１４などの種々の入力デバイスおよび出力デバ
イスにシステムを接続してもよい。外部ポートは、液滴マイクロアクチュエータからの出
力を制御および受信するために、コントローラ基板を液滴マイクロアクチュエータコント
ローラ基板２１６に連結するために設けられてもよい。コントローラ基板２０４はまた、
メインプロセッサに電子的に連結される１つまたは複数の検査アクセスポートおよび／ま
たはプログラミングポート２１７（たとえば、ＪＴＡＧポート）を含んでもよい。
【００４６】
　コントローラ基板２０４はまた、電源スイッチ２１８、電源ジャック２２２および電源
２２４に結合されてもよい。電力変換２２６機能性が含まれてもよい。制御基板は、バッ
テリによって電力供給されてもよく、および／または外部電源に連結されてもよい。
【００４７】
　８．１．１．２　液滴マイクロアクチュエータ
　システムは、典型的には、８．３節にさらに記載したように、液滴マイクロアクチュエ
ータを含む。液滴マイクロアクチュエータは、プロセッサに電子的に連結され、プロセッ
サは、液滴操作などの液滴マイクロアクチュエータの種々の操作を制御することができる
。
【００４８】
　図３は、液滴マイクロアクチュエータが液滴マイクロアクチュエータコントローラ基板
３１０に設けられる本発明の実施形態を示している。液滴マイクロアクチュエータコント
ローラ基板３１０は一般に、外部チップキャリア基板に装着される液滴マイクロアクチュ
エータを液滴マイクロアクチュエータコントローラ基板３１０に電子的に連結するための
チップソケット３１２またはコネクタ機構を含む。チップ拡張装置３１４が設けられても
よい。液滴マイクロアクチュエータコントローラ基板３１０はまた、プロセッサへの液滴
マイクロアクチュエータの電子的連結を容易にするための通信構成要素３１６を含んでも
よく、またはプロセッサから届く制御信号の調整または増幅のための回路を収容してもよ
い。液滴マイクロアクチュエータコントローラ基板３１０は、基板構成要素に電力を供給
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するための電力構成要素３１８を含んでもよい。電力構成要素は、たとえば、高電圧電源
と、液滴マイクロアクチュエータ上の電極に電力を供給するための切り替え構成要素とを
含んでもよい。高電圧電源の態様は、１つまたは複数のモードで操作する能力を含んでも
よい。たとえば、高電圧電源は、たとえば、交流モード１（シングルエンド）および交流
モード２（デュアルエンド、２相または真の交流）を含む交流モードで動作してもよい。
さらに、高電圧電源からたとえば、コントローラ基板２０４のコントローラプロセッサ２
０２にフィードバックを行い、たとえば、故障検出（たとえば、チップ上の電源短絡）に
関して監視することができる。
【００４９】
　液滴マイクロアクチュエータコントローラ基板４００の別の実施形態が図４に示されて
いる。図４は、たとえば、マイクロコントローラ４１０が内部バスポート４１２を介して
コントローラ基板２０４のコントローラプロセッサ２０２と連通することができるマイク
ロアクチュエータコントローラ基板４００の機能ブロック図を示している。マイクロコン
トローラ４１０は、電極をアサートするため、および電圧を一定のレベルに設定するため
に、プログラム命令を実行することができる任意のプロセッサまたはコントローラであっ
てもよい。マイクロコントローラ４１０は、たとえば、メモリを備えたＤＳＰ、マイクロ
コントローラまたはＡＳＩＣから構成されてもよい。適切なＤＳＰプロセッサの例は、Ａ
ｎａｌｏｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｂｌａｃｋｆｉｎ　ＤＳＰプロセッサである。
【００５０】
　マイクロコントローラ４１０は、１つまたは複数のシフトレジスタ４１４に電子的に連
結される。一例において、マイクロコントローラ４１０は、図４に示されているように、
直列接続であるシフトレジスタ４１４‐１、４１４‐２～４１４‐ｎに電子的に連結され
る。シフトレジスタ４１４‐ｎなどの最後のシフトレジスタ４１４の出力は、マイクロコ
ントローラ４１０にフィードバックされてもよい。各シフトレジスタ４１４の１つまたは
複数の出力は、１つまたは複数の高電圧（ＨＶ）スイッチ４１６を活性化／非活性化する
ために用いられてもよく、その出力は、たとえば、外部チップキャリア基板への接続のた
めのコネクタ４１７に電子的に連結される。各ＨＶスイッチ４１６は、１つまたは複数の
電極を活性化／非活性化するために用いられうる。
【００５１】
　さらに、マイクロコントローラ４１０は、少なくとも１つのデジタル／アナログ変換器
（ＤＡＣ）４１８に電子的に連結される。ＤＡＣ４１８は、標準的なデジタル／アナログ
変換操作を行う。一例において、ＤＡＣ４１８は、ｘビットのＤＡＣである。マイクロコ
ントローラ４１０は、デジタル電圧値の形でＤＡＣ４１８にＳＰＩメッセージを送信する
ことによって、エレクトロウェッティング電圧を設定する。ＤＡＣ４１８のアナログ出力
は、ＤＡＣ４１８から受信されたアナログ電圧の標準的な電圧増幅操作を行う増幅器４２
０のアナログ入力に供給する。増幅器４２０のアナログ出力は、ＤＣ－ＤＣ変換器４２２
の入力に供給する。ＤＣ－ＤＣ変換器４２２は、調整可能な電源デバイスであり、約０ボ
ルト～約３００ボルトで調整可能なＰｉｃｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，Ｉｎｃ（Ｐｅｌ
ｈａｍ，ＮＹ）製のＳＭＶｌ２　３００Ｖデバイスなどが挙げられるがこれに限定されな
い。
【００５２】
　ＤＣ－ＤＣ変換器４２２のアナログ出力は、１つまたは複数のスイッチサブシステム４
２４の入力に供給する。一例において、ＤＣ－ＤＣ変換器４２２は、スイッチサブシステ
ム４２４－１、４２４－２～４２４－ｎに供給し、その出力はそれぞれの電極を駆動する
ために、液滴マイクロアクチュエータコントローラ基板４００から出る。各スイッチサブ
システム４２４は、交流モードに切り換えられてもよく、交流生成器は、たとえば、約１
００メガヘルツ（ＭＨｚ）の方形波信号を生成する。
【００５３】
　さらに、各スイッチサブシステム４２４は、マイクロコントローラ４１０へのフィード
バック線を有してもよい。マイクロコントローラ４１０へのフィードバックは、以下の理
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由のいずれかのために電源／切り換え列における任意の段階に配置されうるが、これに限
定されない。第１の理由は、供給電圧を監視するためである。これは、サブシステム４２
４の切り換え前または切り換え後、またはユーザがスイッチに生じた損失を監視したいか
どうかに応じて行われうる。第２の理由は、スイッチ機能を監視するためである。スイッ
チの出力における電圧フィードバックは、切り換え作用が実際に生じているかどうかを表
すことができ、診断／故障検出／経路再指定の目的に有用である。第３の理由は、センサ
として機能するためである。静電容量検出の電流による具体化は、典型的には、液滴によ
って連結される容量結合エネルギー用のセンサとして液滴マイクロアクチュエータ上部プ
レートを制御する電極で、そのようなフィードバックに左右される。
【００５４】
　さらに、ＤＣ－ＤＣ変換器４２２は、電流制限を有してもよい。一例において、ＤＣ－
ＤＣ変換器４２２は、約４ミリアンペア（ｍａ）の最大電流ラッティングを有する。ＤＣ
－ＤＣ変換器４２２からの電圧フィードバック線は、電圧分配器回路４２６およびアナロ
グ／デジタル変換器（ＡＤＣ）４２８を介してマイクロコントローラ４１０に提供される
。電流が４ｍａを超えるほど上昇している可能性がある故障状態の事象では、マイクロコ
ントローラ４１０は、ＤＣ－ＤＣ変換器４２２出力電圧を制限または完全に停止し、液滴
マイクロアクチュエータコントローラ基板４００の電極に損傷を与える場合がある過電流
状態を防止してもよい。さらに、故障状態に応じて、マイクロコントローラ４１０は、高
インピーダンス状態にスイッチサブシステム４２４を設定し、ＨＶスイッチ４１６を切り
、コントローラ基板２０４のコントローラプロセッサ２０２にＦＬＡＧ信号を設定しても
よい。故障状態が解消されるまで、さらなる操作は一時停止されてもよい。
【００５５】
　図５Ａおよび図５Ｂを参照すると、一部の実施形態において、分析器が、ハンドへルド
式デバイス５００などの携帯可能なデバイスとして提供されうる。図５Ａは、ハンドへル
ド式デバイス５００の外部を示し、図５Ｂは、液滴マイクロアクチュエータ（図示せず）
の挿入用のチップキャリアまたはスロット５０２、液滴マイクロアクチュエータからの光
信号を検出するための光電子増倍管などの光センサ５０４および蓋ラッチ５０６を示して
いる。蓋ラッチ５０６は、蓋が開いているかまたは閉じているかを示すためにシステムに
連結されてもよい。携帯可能な分析器はまた、卓上デバイスであってもよいことを想定し
ている。本発明の液滴マイクロアクチュエータシステムの可搬性は、迅速な診断のために
、診療所、手術室、救急処置室、小さな研究室および現場（緊急応答チーム、事故、災害
、戦場、生物テロ現場など）における種々の設定において用いられる治療箇所または試料
収集点を容易にし、危機的な状況において、迅速なターンアラウンド時間をもたらすこと
ができる。本明細書において検討される携帯可能なシステムの詳細な態様は、８．２節な
どを参照して、以下で説明される。
【００５６】
　さらに、図６に示されているように、液滴マイクロアクチュエータは、カートリッジ６
１０の構成要素として設けられてもよい。カートリッジ６１０は、検出器への信号の出力
のための検出スポット６１４；試薬、磁気ビーズ、洗浄流体および／または対照などの検
定入力用の貯槽６１６；充填剤流体用の貯槽；流体入力およびろ過構成要素６１８；など
の構成要素に加えて、液滴マイクロアクチュエータ６１２を含んでもよい。一例において
、ろ過構成要素は、貯槽と組み合わせたろ紙であってもよい。使用時には、たとえば、血
液などの液体は、ろ紙に吸い取られてよく、次に、貯槽に滴下され、続いて、エレクトロ
ウェッティングによってマイクロアクチュエータに引き込まれる。カートリッジ６１０は
、液滴マイクロアクチュエータキャリア基板６２２と連通していてもよい。液滴マイクロ
アクチュエータは、カートリッジに直接的に取り付けられてよく、または任意選択的に、
チップキャリアまでケーブルを引くことができる。本明細書において想定されるカートリ
ッジは、８．３．３節を参照して以下でさらに説明される。
【００５７】
　８．１．１．３　検出器
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　本発明の種々の実施形態は、８．１．３節においてさらに記載するように、検出器を利
用する。検出器は、反応生成物が位置しうるチップ上の位置における蛍光強度または発光
強度などの液滴マイクロアクチュエータにおける目的の変数を測定するために、液滴マイ
クロアクチュエータに連結されるセンサまたは液滴マイクロアクチュエータに近接して位
置決めされるセンサを含んでもよい。検出器はまた、チップ挿入センサ、蓋ラッチセンサ
、周辺温度センサなどのシステムの状態を監視するセンサを含んでもよい。理想的には、
各検出器からの出力は、特定のメモリ位置にマッピングされ、プロセッサは、センサから
の読み出しを得るために、マッピングされた位置を照会するだけでよい。検出器は、８．
１．３節「検出器」にさらに記載される図７に示されているように、検出器コントローラ
基板７１０の構成要素として設けられてもよい。一般に、検出器コントローラ基板７１０
は、主コントローラ基板と連通するための通信ポート７１２を含むことができる。検出回
路７１４が含まれていてよく、たとえば、電圧、周波数、計数またはパルス持続時間など
の結果を戻す任意の光センサであってもよい。検出器コントローラ基板７１０のマイクロ
コントローラは、結果を有し、この結果は次に、たとえば、コントローラ基板２０４のコ
ントローラプロセッサ２０２に送信される。検出器は、液滴マイクロアクチュエータに対
して取り付けられてよく、および／または液滴マイクロアクチュエータに電子的に連結さ
れてもよく、その結果、検出器は、液滴マイクロアクチュエータから電気信号または光信
号などの信号を検出することができる。磁石制御７１６は、より低い電力での作動のため
に任意選択的に含まれうる。検出器コントローラ基板７１０はまた、電源要素７１８を含
んでもよい。
【００５８】
　図８は、たとえば、内部バスポート８１２を介してコントローラ基板２０４のコントロ
ーラプロセッサ２０２と連通することができる、たとえば、マイクロコントローラ８１０
を含む検出器コントローラ基板８００の機能ブロック図を示している。マイクロコントロ
ーラ８１０は、センサデータを処理するためのプログラム命令などのプログラム命令を実
行することができる任意のプロセッサまたはコントローラであってもよい。マイクロコン
トローラ８１０は、たとえば、メモリを備えたＤＳＰ、マイクロコントローラまたはＡＳ
ＩＣから構成されてもよい。適切なＤＳＰプロセッサの例は、Ａｎａｌｏｇ　Ｄｅｖｉｃ
ｅｓ　Ｂｌａｃｋｆｉｎ　ＤＳＰプロセッサである。
【００５９】
　マイクロコントローラ８１０は、電力調整デバイス８１４およびサンプリング回路８１
６に電子的に連結されうる。典型的には、サンプリング回路８１６の出力は、センサ８２
０に電気的に接続される信号調整デバイス８１８に電気的に接続される。さらに、マイク
ロコントローラ８１０は、典型的には、アクチュエータ８２４に電気的に接続されるアク
チュエータドライバ８２２に電子的に連結される。
【００６０】
　電力調整デバイス８１４の出力は、アクチュエータドライバ８２２に電気的に接続され
うる。あるいは、アクチュエータドライバ８２２は存在せず、電力調整デバイス８１４は
、アクチュエータ８２４に直接的に接続されることができる。電力調整デバイス８１４の
別の出力は、典型的には、サンプリング回路８１６に電気的に接続される。電力調整デバ
イス８１４の別の出力は、典型的には、信号調整デバイス８１８に電気的に接続され、電
力調整デバイス８１４の別の出力は、センサ８２０に電気的に接続される。電力調整デバ
イス８１４は、サンプリング回路８１６、信号調整デバイス８１８、センサ８２０および
アクチュエータドライバ８２２に電力を供給するのに適切な方法で、バス電力を処理する
ために利用される。
【００６１】
　サンプリング回路８１６は、たとえば、アナログ／デジタル変換器および／またはタイ
マー／カウンタであってもよいが、これらに限定されない。信号調整デバイス８１８は、
たとえば、ＰＭＴ（たとえば、トランスインピーダンス増幅器）、ＡＰＤ（たとえば、バ
イアス増幅器）、シリコンフォトダイオード（たとえば、計装用増幅器）およびその任意
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の組み合わせと共に用いるための信号調整デバイスであってもよい。センサ８２０は、Ａ
ＰＤ、ピンダイオード、シリコンフォトダイオード、ＰＭＴ、電気化学セルおよび任意の
組み合わせであってもよい。一例において、アクチュエータドライバ８２２およびアクチ
ュエータ８２４の組み合わせは、サーボ、ソレノイド、ポンプ、蛍光用ＬＥＤおよびそれ
らの任意の組み合わせを表してもよいが、これらに限定されない。
【００６２】
　マイクロコントローラ８１０は、検出器コントローラ基板８００の全体的な制御を行う
。たとえば、マイクロコントローラ８１０は、制御基板２０４のコントローラプロセッサ
２０２のコマンドを受信して処理し、検出器コントローラ基板８００の構成要素にデータ
を戻し、制御信号を提供する。マイクロコントローラ８１０は、任意のセンサに関連する
ように任意のアクチュエータを管理するための知能を有し、任意のセンサから戻されたデ
ータを処理する。
【００６３】
　８．１．１．４　入力デバイスおよび出力デバイス
　本発明のシステムはまた、種々の入力デバイスおよび出力デバイスを含むことができる
。プロトコル実行システムなどのある実施形態において、ある入力デバイスおよび出力デ
バイスは、人間‐機械インターフェイス（ＨＭＩ）コントローラ基板を用いて制御されて
もよい。たとえば、図９に示されているように、ＨＭＩコントローラ基板９１０は、ボタ
ン、スイッチ、キーパッド、ＬＥＤインジケータ、タッチスクリーンまたはＬＣＤディス
プレイなどの入力デバイス９１４および／または出力デバイス９１６に電子的に連結され
るＭＣＵコントローラ９１２を含んでもよい。ＨＭＩコントローラ基板は、制御基板２０
４のコントローラプロセッサ２０２などのメインプロセッサに通信ポート９１８を介して
電子的に連結されうる。
【００６４】
　８．１．１．５　ソフトウェア
　本発明のシステムのそれぞれは、ソフトウェアを含むことができ、これについては、８
．１．２節でさらに説明される。格納媒体に提供されるソフトウェアは、本発明の一態様
である。適切な格納媒体の例としては、磁気格納装置、光学格納装置、相変化メモリ、ホ
ログラフィック格納装置、分子メモリ格納装置、バッテリまたはコンデンサに支援された
ＳＲＡＭおよびフラッシュメモリ格納装置が挙げられる。ソフトウェアは、メモリおよび
／またはプロセッサに読み込まれてもよい。本発明のソフトウェアが、メモリおよび／ま
たはプロセッサおよび／または格納媒体に存在するシステムもまた、本発明の態様である
。
【００６５】
　本発明のソフトウェアは、Ｖｉｓｕａｌ　Ｃ、Ｊａｖａおよび／またはＰｙｔｈｏｎな
どの種々のプログラミング言語のいずれで書かれてもよい。システムは、プロセッサによ
る実行のために高級言語から中間言語に液滴処置および他の命令を翻訳するためのインタ
プリタを含んでもよい。あるいは、本発明によって書かれたソフトウェアは、コンパイラ
を用いて機械言語にコンパイルされてもよい。本発明の言語用のソフトウェアインタプリ
タおよびコンパイラ自体は、本発明の新規な態様である。したがって、インタプリタおよ
び／またはコンパイラを含むデータ格納装置、メモリおよびプロセッサのすべての形態が
、本発明の態様である。
【００６６】
　システムは、任意の数の液滴処置を伴う種々のプロトコルを実行するようにプログラム
されうる。複数の液滴は、１つの液滴マイクロアクチュエータにおいて独立かつ同時に処
置されうる。複数の液滴を並列に独立して処置する機能は、一連の基本的なマイクロ流体
の命令として複合プロトコルの実行を可能にする。システムは、拡張可能であり、液滴マ
イクロアクチュエータ当たり、数十、数百、数千またはそれ以上の並列な液滴処置を制御
してもよい。たとえば、いずれの瞬間においても、液滴マイクロアクチュエータにおける
最大数までのあらゆる制御電極が、液滴操作において連動されてもよい。
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【００６７】
　システムは、ユーザがプロトコルの実行に関する命令を入力することを可能にするよう
にプログラムされうる。既存のプロトコルは、ユーザの要件に基づいて監視かつ調整され
てもよい。１つまたは複数の工程の結果が１つまたは複数の次の工程の選択を決定する複
合プロトコルを実装することができる。たとえば、ある測定された結果が陽性である液滴
は、さらなる処理のために輸送されてもよく、結果が陰性である液滴は、廃棄されてもよ
い。またはその逆であってもよい。
【００６８】
　８．１．２　システム
　液滴制御システムは、液滴マイクロアクチュエータにおける液滴操作の制御、存在する
場合には検出器の制御および液滴制御システムに関連付けられる他のハードウェアの制御
を行うために、液滴制御インターフェイスを表示するようにプログラムされる液滴制御ソ
フトウェアを含む。プログラミングシステムは、液滴操作および／または検出器操作など
の液滴マイクロアクチュエータシステム機能を制御するための一連のソフトウェアまたは
コンピュータが使用可能な命令の作成を容易にするソフトウェアを含む。
【００６９】
　プログラミングシステムは、液滴制御システムと統合されてもよく、液滴制御システム
から分離されてもよい。統合型システムにおいて、液滴制御機能およびプログラミング機
能は、図１０に示されているように、共通のユーザインターフェイス１０００によって容
易にされてもよい。
【００７０】
　液滴制御システムおよびプログラミングシステムの両方が、ユーザインターフェイス１
０００を含む。両方のシステムにおいて、ユーザインターフェイスは、液滴マイクロアク
チュエータのマップ１００１、好ましくは相互作用マップを表示してもよい。マップは、
液滴マイクロアクチュエータにおける液滴に処置を施すために、液滴マイクロアクチュエ
ータと直接相互作用するように用いられてもよい。マップは、液滴マイクロアクチュエー
タ機能および関連ハードウェアを制御するためのサブルーチンを開発して記録するために
、プログラミングモードにおいて仮想液滴に処置を施すための仮想モードにおいて用いら
れてもよい。これらおよび他の態様は、次の節でさらに説明する。
【００７１】
　８．１．２．１　液滴制御システムおよびユーザインターフェイス
　液滴制御システムは、液滴制御ソフトウェアを含む。液滴制御ソフトウェアは、液滴マ
イクロアクチュエータにおける液滴操作の制御、存在する場合には検出器の制御、および
液滴制御システムに関連付けられる他のハードウェアの制御を行うために、液滴制御イン
ターフェイスを表示するようにプログラムされる。液滴制御ソフトウェアは、ユーザがソ
フトウェアによって駆動されたユーザインターフェイスを介して、液滴マイクロアクチュ
エータにおいて液滴に処置を施すことを可能にする。そのようなインターフェイスの例は
、図１０に示されている。中でも、ユーザインターフェイスは、ユーザが液滴マイクロア
クチュエータに関する情報を見ることを可能にしてもよい。ユーザインターフェイスはま
た、ユーザによる入力を容易にして、液滴マイクロアクチュエータおよび関連付けられた
検出器などの関連付けられたデバイスの機能を制御してもよい。
【００７２】
　液滴マイクロアクチュエータにおける液滴操作の制御に対して、ソフトウェアは、プロ
グラムされ、システムは、中でも液滴マイクロアクチュエータにおける制御電極および参
照電極を駆動して、液滴操作を行うように構成される。液滴操作は、以下の８．３．８節
でさらに説明され、電圧、好ましくは高電圧を選択した電極に印加することによって行わ
れる。ソフトウェアおよびシステムは、電極に関連付けられる継電器の操作を制御するこ
とによって、選択した電極の作動を制御するようにプロセッサにソフトウェアを読み込む
ことを可能にするように構成されてもよい。
【００７３】
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　図１０に示されているように、ユーザインターフェイス１０００は、出力デバイスに表
示されてよく、液滴マイクロアクチュエータ設計のグラフィカル表示またはマップ１００
１を表示するようにプログラムされてもよい。マップ１００１は、制御電極および／また
は貯槽のそれぞれの位置を画定するマトリックスまたは他の構造に基づいてもよい。マッ
プの構成要素は、外観、たとえば、形状、色、明るさ、シンボル、アイコンなどによって
区別されてもよい。たとえば、図１０に表示されるマップにおいて、非活性化された液滴
処置電極１００２は、第１の色（灰色など）で示され、活性化された液滴処置電極および
貯槽１００３は、第２の色（赤色など）で示され、非活性化された貯槽１００４は、第３
の色（青色など）で示される。
【００７４】
　一実施形態において、マトリックスは、各電極および／または貯槽に関して列および行
を特定する制御ファイルにおいて定義される。制御ファイルが読み込まれると、システム
は、マトリックス定義において読み出し、ユーザインターフェイスにおけるマトリックス
の対応するマップを表示する。
【００７５】
　インターフェイスは、マップの構成要素に関する情報を表示してもよく、マップはまた
、制御ファイルに格納されてもよい。一実施形態において、ユーザがマウスポインタを重
ねるか、選択するかまたは他の電子的な特定を行うと、システムは、構成要素に関する情
報を表示する。表示される情報としては、たとえば、以下の情報の一部またはすべてを含
みうる：
・たとえば、液滴処置電極、試薬貯槽、試料貯槽などの構成要素タイプ；
・たとえば、電極の列挙、接地、ピン配列数などの電気接続性情報；
・たとえば、多角形の電極配置における隣接関係；
・ユーザインターフェイスにおいてマップをレンダリングするための代表的な幾何学的形
状；
・設計の注記および／または他の注釈；
・部品番号；
・列および／または行の位置。
【００７６】
　システムはまた、各電極の活性化の履歴を記録してもよく、その結果、ユーザは、電極
が活性化された回数を追跡してもよい。履歴情報は、たとえば、電極の上にマウスポイン
タを重ねるか、または電極を選択することによって表示されてもよい。システムは、すべ
ての電極に関して同時に表示されうるユーザ命令履歴情報から入力を受け入れるようにプ
ログラムされてもよい。
【００７７】
　ユーザとの相互作用を容易にするために、マウスポインタを重ねた電極または選択され
た電極１００２または他の構成要素もまた、液滴マイクロアクチュエータマップ上で電極
または他の構成要素を強調させてもよい。この機能は、液滴マイクロアクチュエータ構成
要素を実際に選択して活性化する前に、液滴マイクロアクチュエータ操作を直接的に制御
しているユーザが、液滴マイクロアクチュエータ構成要素上にマウスポインタを重ねるこ
とによって各電位工程に関する情報を検索することを可能にする。システムはまた、ユー
ザが２つの間を区別することができるように、マウスポインタを重ねた電極および選択さ
れた電極を異なる方法で強調するようにプログラムされてもよい。
【００７８】
　プログラミングシステムは、ユーザが表示のために液滴マイクロアクチュエータ設計ま
たはマップを選択することを可能にする選択手段１０１２を含んでもよい。あるいは、液
滴マイクロアクチュエータ設計またはマップを特定するデータは、システムに液滴マイク
ロアクチュエータアセンブリまたはカートリッジを連結する際に、システムによってアク
セス可能な液滴マイクロアクチュエータアセンブリまたはカートリッジの構成要素として
含まれてもよい。
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【００７９】
　一部の設計において、２つ以上の電極が、同一の電気出力に連結されてもよいことを留
意すべきである。そのような設計を用いて、液滴マイクロアクチュエータの操作のために
必要な電気接続を簡略化することができる。そのような設計において、共通セットから１
つの電極を選択するか、または１つの電極の上にマウスポインタを重ねることによって、
セットにおけるすべての電極の選択、強調および活性化という結果を生じてもよい。
【００８０】
　したがって、一実施形態において、システムは、ユーザがマイクロアクチュエータマッ
プ１００１において非活性化された電極１００２を選択する場合に、システムが、電極を
活性化するようにプログラムされる。たとえば、システムは、マップにおける電極の表示
をクリックすることによって、液滴マイクロアクチュエータにおける対応する実際の電極
に電圧を印加させ、それにより、選択された電極を活性化するようにプログラムされて構
成されてもよい。このように、ユーザは、インターフェイスを用いて、液滴マイクロアク
チュエータにおいて液滴に直接処置を施すことができる。
【００８１】
　液滴制御システムは、ユーザが、一連の隣接する電極を順次クリックすることによって
、液滴を輸送することを可能にしてもよい。同様に、システムは、液滴マイクロアクチュ
エータマップにおいて、仮想オンスクリーン液滴を選択して、所望の位置の仮想電極に液
滴をドラッグすることによって、ユーザが液滴を輸送することを可能にしてもよい。さら
に、システムは、液滴マイクロアクチュエータマップにおいて、仮想オンスクリーン液滴
を選択して、次に所望の位置の仮想電極をクリックすることによって、ユーザが液滴を輸
送することを可能にしてもよい。仮想オンスクリーン液滴を伴う両方の例において、シス
テムは、開始位置から目標位置まで液滴を輸送するための経路および一連の液滴操作を選
択するようにプログラムされてもよい。たとえば、一部の実施形態において、選択された
経路は、最短の可能な経路であってもよい。他の液滴マイクロアクチュエータ構成要素も
同様に、ユーザインターフェイスによって制御されてもよいことは理解されよう。
【００８２】
　システムは、液滴マイクロアクチュエータ構成要素に電子的に連結される電気制御線１
００５の表示を表示するようにプログラムされてもよく、その結果、ユーザが、構成要素
の上にマウスポインタを重ねるか、および／または構成要素を選択すると、システムは、
当該構成要素および／または同一の制御線によって供給される他の構成要素を供給してい
る電気制御線を強調する。
【００８３】
　液滴マイクロアクチュエータは、たとえば、顕微鏡および映像捕捉デバイスを用いて、
視覚的に監視されてもよい。ユーザインターフェイスは、映像捕捉デバイスから液滴マイ
クロアクチュエータの実時間画像を表示するようにプログラムされてもよい。さらに、液
滴マイクロアクチュエータマップは、実時間液滴マイクロアクチュエータ画像上に重ねら
れてもよく、その結果、ユーザがユーザインターフェイスを介して液滴マイクロアクチュ
エータと相互作用するときに、液滴マイクロアクチュエータにおける液滴操作を可視化す
ることができる。
【００８４】
　同様に、システムは、システムによって制御されている液滴マイクロアクチュエータに
おける液滴の実際の挙動を表示する液滴マイクロアクチュエータマップにおいて仮想の液
滴を表示するようにプログラムされてもよく、および／またはシステムは、液滴マイクロ
アクチュエータがシステムによって直接制御されないとしても、液滴マイクロアクチュエ
ータにおける予測された挙動を表示する液滴マイクロアクチュエータマップにおいて仮想
の液滴を表示するようにプログラムされてもよい。
【００８５】
　システムはまた、「反転出力」１００６操作を行うようにプログラムされてもよい。典
型的な操作において、液滴は接地電圧／接地線に常に接続される。「反転出力」操作にお
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いて、液滴が高電圧にあり、電極が接地電位に設定することによって活性化されるように
信号が反転される。言い換えれば、「反転出力」操作は、信号の極性を切り替える。
【００８６】
　８．１．２．２　プログラミングシステムおよびユーザインターフェイス
　プログラミングシステムは、液滴マイクロアクチュエータにおける液滴操作の制御およ
び液滴マイクロアクチュエータおよび関連ハードウェアの他の機能の制御のための一連の
ソフトウェアまたはコンピュータが使用可能な命令の作成を容易にするようにプログラム
されるプログラミングソフトウェアを含んでもよい。ソフトウェア命令は、たとえば、試
料の処理および分析および分析の結果の出力を行うプロトコルを実行するための命令を含
んでもよい。
【００８７】
　プログラミングシステムは、液滴制御システムと統合されてもよく、液滴制御システム
から分離されてもよい。図１０は、液滴制御機能およびプログラミング機能が共通のユー
ザインターフェイスによって容易にされる統合型システムを示す。
【００８８】
　プログラミングシステムは、実際の液滴マイクロアクチュエータチップと相互作用する
ことなく、検出器構成要素などの液滴マイクロアクチュエータ機能および関連構成要素を
制御するためのプログラムを書くことを容易にするために、プログラミングモードを提供
してもよい。図１０において具体化されたユーザインターフェイスにおいて、プログラミ
ングモードは、プルダウンメニュー１００７によって選択可能である。
【００８９】
　プログラミングシステムは、たとえば、ユーザが液滴マイクロアクチュエータによる実
行のための一連の命令に関してプログラムの作成を可能にするための手段を含んでもよい
。適切な命令の例としては、以下のものが挙げられる：
・活性化される電極を特定するための「オン」；
・工程が実行される速度、たとえば、電極の活性化／非活性化のタイミングを設定するた
めの「頻度」；
・所定の期間、命令を中止することを可能にするための「待機」；
・プログラムにおいて工程をループするための「ループ」；
・出力に印加される電圧を設定するための「電圧」。
【００９０】
　命令は、液滴処置を施し、システムの他の態様を制御するために必要な命令を含むバイ
トコード言語として提供されうる。システムによって準備された命令は、アセンブリ言語
に記録され、バイトコードに組み込まれうる。バイトコードは、本発明のシステム、たと
えば、実行用のプロトコル実行システムに読み込まれうる。システムは、たとえば、プロ
グラム実行システムにおいて、実行のためのプログラミング言語を解釈するためのソフト
ウェアインタプリタを含んでもよい。
【００９１】
　好ましい実施形態において、システムは、サブルーチンから命令を追加、挿入、更新、
改変または消去することができる一連のボタンまたはアイコン１００８を表示する。ボタ
ンまたはアイコンは、適切であれば、命令に関連付けられるパラメータのエントリのため
のフィールド１００９が付随してもよい。たとえば、「追加」ボタンをクリックすること
によって、サブルーチンの終わりにコマンドを追加することができる。「挿入」ボタンを
クリックすることによって、サブルーチン内にコマンドを挿入することができる。「改変
」ボタンをクリックすることによって、サブルーチンに存在するコマンドを修正すること
ができる。「消去」ボタンをクリックすることによって、コマンドを消去することができ
る。さらに、ディスプレイフィールド１０１０は、編集可能であってもよく、表示コード
用、入力コード用および／または編集コード用に含まれてもよい。
【００９２】
　プログラミングシステムはまた、本明細書に記載される態様の１つまたは複数を有する
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液滴マイクロアクチュエータマップを含んでもよい（たとえば、８．１．２．１節「液滴
制御システムおよびユーザインターフェイス」の説明を参照のこと）。
【００９３】
　プログラミングシステムは、液滴マイクロアクチュエータマップにおけるサブルーチン
のシミュレートされた実行を表示してもよく、選択されたコマンドシリーズの効果の視覚
表示をユーザに出力する。言い換えれば、シミュレートされた実行モードにおいて、ソフ
トウェアは、サブルーチンの工程を実行するが、電気信号を液滴マイクロアクチュエータ
に送信しない。好ましいシミュレーションモードにおいて、シミュレートされた液滴１０
１１がスクリーン上に表示され、プログラムの実際の効果をユーザに示す。このように、
ユーザは、液滴マイクロアクチュエータとの相互作用を必要とすることなく、サブルーチ
ンのトラブルを容易に解決することができる。
【００９４】
　システムは、ユーザによって停止されるまでサブルーチンを連続的に反復する「反復」
モードを含んでもよい。さらに、システムは、ユーザがサブルーチンの実行の終了／開始
を可能にする「一時休止」コマンドを含んでもよい。
【００９５】
　一実施形態において、液滴制御機能およびプログラミング機能は、１つまたは複数のユ
ーザインターフェイスの共通のセットによって結合されて制御される。この実施形態は、
ユーザ液滴マイクロアクチュエータにおける工程を手動で制御し、実行された工程が、液
滴マイクロアクチュエータにおける同一の工程を実行するサブルーチンに変換されるよう
に構成されてもよい。言い換えれば、システムは、サブルーチンとして手動液滴処置を記
録してもよい。サブルーチンは後で、たとえば、プロトコル実行システムにアップロード
されて実行されてもよい。たとえば、サブルーチンは、携帯可能なプロトコル実行システ
ムまたはハンドへルド式プロトコル実行システムに読み込まれてもよく、その結果、ハン
ドへルド式システムは、一例の所定の工程、たとえば、試料の処理および分析を必要とす
る工程を実行することができる。
【００９６】
　一実施形態において、本発明は、クリックおよびドラッグの液滴処置機能を有する統合
ツールと、格納および実行されうるサブルーチンの生成のためのアセンブラとを提供する
。
【００９７】
　８．１．２．３　プロトコル実行システムおよびユーザインターフェイス
　本発明はまた、プロトコル実行システムを提供することができる。プロトコル実行シス
テムは、液滴マイクロアクチュエータにおける液滴操作ならびに／または液滴マイクロア
クチュエータおよび関連ハードウェアの他の機能の制御のための一連のソフトウェア命令
の実行を容易にするようにプログラムされるプロトコル実行システムを含む。プロトコル
実行システムは、たとえば、上記で説明したような図５Ａおよび図５Ｂに示されているよ
うに、自立システム、典型的には、携帯可能なシステムまたはハンドへルド式システムで
プロトコルを実行するための能力を提供する。図１１は、液滴マイクロアクチュエータカ
ートリッジ１１１２が分析のためにスロット１１１４に挿入されうるさらに概念的なハン
ドへルド式システム１１１０を示している。プロトコル実行システムにおける実行のため
のプロトコルを定義するサブルーチンは、プログラミングシステムの使用に関係なく、上
述したプログラミング言語を用いて準備されてもよい。
【００９８】
　プロトコル実行システムは、液滴マイクロアクチュエータを制御するように構成され、
検出器、加熱器、蓋スイッチなどの関連付けられた構成要素を制御してもよい。予めプロ
グラムされた命令は、システムを制御し、関連付けられた構成要素も制御しうるコントロ
ーラに読み込まれてもよい。
【００９９】
　プロトコル実行システムは、ユーザがプロセッサに入力を提供し、プロセッサから出力
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を得ることを可能にするための種々の構成要素を含んでもよい。人間‐機械インターフェ
イスは、図９に示されているように、ＨＭＩ基板を用いて容易にされてもよい。ＨＭＩ基
板は、典型的には、コントローラモジュールと、プロセッサと入力デバイスおよび出力デ
バイスとを電子的に連結するためのバスおよびポートなどの種々の電子構成要素とを含む
。
【０１００】
　８．１．３　検出器
　システムは、液滴または液滴特性を分析するために、１つまたは複数のオンチップ検出
器および／またはオフチップ検出器もしくは機構を含んでもよい。たとえば、液滴マイク
ロアクチュエータは、電流測定法、電位差測定法、導電率測定、吸光度、化学発光、蛍光
および／または温度などの１つまたは複数の検出方法を含んでもよい。
【０１０１】
　液滴処置モジュールおよび検出モジュールは、一部の実施形態において、個別の基材に
構築することによって分断されてもよい。あるいは、液滴マイクロアクチュエータは、検
出構成要素を組み込んでもよい。図１２は、液滴マイクロアクチュエータと統合される検
出構成要素、生体液分析器１２００を示す実施形態を示す。この実施形態において、種々
の構成要素またはモジュールは、たとえば、代謝産物（たとえば、グルコース、乳酸塩、
血中窒素およびクレアチニン）、電解質（たとえば、Ｋ＋、Ｃｌ－、Ｎａ＋）、タンパク
質および酵素の検出などの生体液分析を行うために提供されてもよい。これらの種々のモ
ジュールは、電流測定モジュール１２０２、電位差測定モジュール１２０４、光モジュー
ル１２０６および導電性測定モジュール１２０８を含んでもよい。いずれの場合も（個別
の基材または統合型）、液滴検出デバイスは好ましくは、少なくとも部分的にコントロー
ラに電子的に連結されてコントローラによって制御される。
【０１０２】
　したがって、検出機能は、上記で説明した図７および図８に示されているように、検出
器コントローラ基板の構成要素として設けられてもよい。検出器コントローラ基板は、１
つまたは複数の検出器を含むことができる。基板は、液滴から受信される信号を増幅する
ために、光電子増倍管などの種々の信号増幅器を含んでもよい。検出器コントローラ基板
は、システムの構成要素を移動するためのモータの制御などの検出プロトコルの他のオフ
チップ構成要素のためのコントローラを含んでもよい。たとえば、一実施形態において、
検出器コントローラ基板は、液滴マイクロアクチュエータに近接する位置の内外に磁界源
を移動し、それにより、液滴マイクロアクチュエータに磁界を印加したり液滴マイクロア
クチュエータから磁界を除去したりするサーボモータを制御するためのサーボモータコン
トローラを含む。検出器コントローラ基板はまた、無制限に、プロセッサに基板の検出器
構成要素または制御構成要素を電子的に連結するために必要な要素をはじめとする電源要
素および通信要素も含んでもよい。
【０１０３】
　したがって、たとえば、本発明のシステムは、以下のもの、すなわち、オンチップまた
はオフチップ：液滴を流れる電流を測定するように配置される電流測定モジュール；液滴
の平衡電極電位を測定するように配置された測定電極および参照電極を含む電位差測定モ
ジュール；液滴の導電率を測定するように配置された導電率測定モジュール；液滴のエネ
ルギーまたは吸光を測定するように配置される吸光モジュール；蛍光などの液滴における
化学種によって発光を測定するように設計された化学発光モジュール；の１つまたは複数
を含んでもよい。オフチップ検出モジュールは、たとえば、チップを含むカートリッジま
たはカートリッジまたはチップが連結されうる分析器に設けられてもよい。
【０１０４】
　好ましい検出方法は、吸光、電気化学、蛍光および化学発光による。一実施形態におい
て、これらの方法のうちの２つ以上の方法は、１つのシステムによって達成される。他の
実施形態において、システムは、１つの検出モジュールを含むが、システムは、モジュー
ルを用いた２つ以上の検査を行うようにプログラムされる。この実施形態において、検査
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を必要とする処理済の試料液滴は、検査用の位置に順次移動される。したがって、複数の
試料が、１つの検出器が用いられる場合、複数の試料が検出スポットにおいて多重化され
る。あるいは、システムは、それぞれが液滴を検出モジュールの１つの位置に順次移動す
ることを可能にする複数の異なる検出モジュールを含んでもよい。
【０１０５】
　センサ構造の具体例は、図１３Ａ～図１３Ｄに提供され、センサが、下部プレート１３
０２、上部プレート１３０４および電極１３０６に関連付けて提供されてもよい。図１３
Ａは、吸光度を監視するために、ＬＥＤ１３０８およびフォトダイオード１３１０を含む
構成の使用を含んでもよい光センサを示す。図１３Ｂは、光電子増倍管（ＰＭＴ）１３１
２の使用を含んでもよい発光センサを示す。図１３Ｃは、電流が流れていない状態で電位
の測定に基づいて通常機能する電位差測定センサ１３１４を示す。図１３Ｄは、電位が２
つの電極の間に印加される場合に、電流の生成によって通常機能する電位差測定センサ１
３１６を示す。
【０１０６】
　他の適切な検出器およびセンサ構造は、２００６年１２月１１日出願の「Ｄｒｏｐｌｅ
ｔ－Ｂａｓｅｄ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」というタイトルの国際特許出願第ＰＣＴ／
ＵＳ０６／４７４８６号に記載され、その開示内容全体は、参照によって本明細書に組み
込まれる。
【０１０７】
　８．１．４　他の方法
　本発明のこの態様はまた、検討事項の代わりに、卓上システムの構成要素が顧客に提案
または提供される方法を含む。一実施形態において、顧客に提案または提供される構成要
素は、ＰＣを含まない。本発明のソフトウェアは、ユーザに格納媒体で提供されてもよく
、またはインターネットなどのネットワークを介したダウンロードで利用可能であっても
よい。ユーザは、システムの他の構成要素を得、その構成要素をＰＣに連結させ、ＰＣ上
にソフトウェアを読み込み、それによって本発明のシステムを組み立ててもよい。システ
ムはまた、システム上にダウンロードされて実行されうるプロトコルのオンラインソース
へのアクセスを備えてもよい。利用可能なプロトコルの本体は、定期的に更新または補足
されてもよい。広告は、オンラインプロトコルに関連付けられてもよい。オンラインプロ
トコルは、スコアリングシステムに関連付けられてもよく、ユーザが種々のプロトコルお
よび／またはポストユーザのコメントの有効性をスコアにすることを可能にし、その結果
、他のユーザは、適切なプロトコルの選択を支援するために、スコアおよび／またはコメ
ントを用いてもよい。
【０１０８】
　本発明は、卓上システムが、プロトコルを実行するためのコードを生成するように用い
られる方法を含む。コードは、検討事項の代わりに顧客に提案または提供される携帯可能
なシステムまたはハンドへルド式システムなどの個別のシステムにアップロードされうる
。ユーザは、プロトコルを実行するためのシステムを用いてもよい。
【０１０９】
　本発明はまた、プログラミングおよび／またはシステム制御が、電話システムまたはイ
ンターネットなどのネットワークを介して遠隔的に達成される方法を含む。したがって、
たとえば、システムは、ユーザに販売されてもよく、プログラマは、インターネットを介
して表示されるユーザインターフェイスを介してシステムに接続して、システムを制御し
、システムを用いてプログラムを作成し、システムにプログラムを読み込み、および／ま
たはシステムでプログラムを修正してもよい。別の例として、本発明は、リモートユーザ
がネットワークを介して液滴マイクロアクチュエータにアクセスし、システムにおいて１
つまたは複数の液滴処置を行う処理を含む。
【０１１０】
　８．１．５　システム概要
　当業者には明白であるように、本発明は、方法、システムまたはコンピュータプログラ
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ム製品として具体化されてもよい。したがって、本発明の種々の態様は、完全にハードウ
ェアの実施形態、完全にソフトウェアの実施形態（ファームウェア、常駐ソフトウェア、
マイクロコードなどを含む）または本明細書ではすべて「回路」「モジュール」または「
システム」と呼ばれうるソフトウェアの態様およびハードウェアの態様を組み合わせてい
る実施形態の形をとってもよい。さらに、本発明は、媒体において具体化されたコンピュ
ータによって使用可能なプログラムコードを有するコンピュータによって使用可能な格納
媒体上のコンピュータプログラム製品の形態をとってもよい。
【０１１１】
　本発明のソフトウェア態様のために、任意の適切なコンピュータが使用可能な媒体を利
用してもよい。コンピュータが使用可能な媒体またはコンピュータ可読媒体としては、電
気、磁気、光、電磁気、赤外線または半導体システム、装置、デバイスまたは伝搬媒体が
挙げられうるが、これらに限定されない。コンピュータ可読媒体のさらに特定の例（非包
括的なリスト）としては、以下、すなわち、１つまたは複数のワイヤを有する電気接続、
携帯可能なコンピュータディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラム可能な読出し専用メモリ（Ｅ
ＰＲＯＭまたはフラッシュメモリ）、光ファイバ、携帯可能なコンパクトディスク読み出
し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、光格納デバイス、インターネットまたはイントラネット
などを支援する媒体などの伝送媒体、または磁気格納デバイスの一部またはすべてが挙げ
られる。プログラムは、たとえば、紙または他の媒体の光学走査を介して電子的に捕捉さ
れてよく、次に、コンパイル、解釈または必要であれば、適切な態様で他の方法で処理さ
れ、続いてコンピュータメモリに格納されうるため、コンピュータが使用可能な媒体また
はコンピュータ可読媒体は、プログラムが印刷される紙または別の適切な媒体であっても
よいことを留意されたい。本文書に照らして、コンピュータが使用可能な媒体またはコン
ピュータ可読媒体は、命令実行システム、装置またはデバイスによって、または命令実行
システム、装置またはデバイスと接続して用いるためのプログラムを収容、格納、通信、
伝搬または輸送することができる任意の媒体であってもよい。
【０１１２】
　本発明の操作を実行するためのコンピュータプログラムコードは、Ｊａｖａ、Ｓｍａｌ
ｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋などのオブジェクト指向プログラミング言語で書かれてもよい。しか
し、本発明の操作を実行するためのコンピュータプログラムコードはまた、「Ｃ」プログ
ラミング言語または類似のプログラミング言語などの従来の手続き型プログラミング言語
で書かれてもよい。プログラムコードは、ユーザのコンピュータ上で完全に実行されても
よく、ユーザのコンピュータ上で部分的に実行されてもよく、自立型ソフトウェアパッケ
ージとして、部分的にユーザのコンピュータ上で、部分的にリモートコンピュータ上で実
行されてもよく、またはリモートコンピュータまたはサーバ上で完全に実行されてもよい
。最後のシナリオにおいて、リモートコンピュータは、ローカルエリアネットワーク（Ｌ
ＡＮ）またはワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）を通じてユーザのコンピュータに接続
されてもよく、または接続は、外部コンピュータ（たとえば、インターネットサービスプ
ロバイダを用いてインターネットを通じて）で行われてもよい。
【０１１３】
　本発明は、本発明の実施形態による方法、装置（システム）およびコンピュータプログ
ラム製品のフローチャート図および／またはブロック図を参照して記載される。フローチ
ャート図および／またはブロック図の各ブロック、ならびにフローチャート図および／ま
たはブロック図におけるブロックの組み合わせは、コンピュータプログラム命令によって
実装されうることが理解されよう。これらのコンピュータプログラム命令は、機械を製作
するために、汎用コンピュータ、専用のコンピュータまたは他のプログラム可能なデータ
処理装置のプロセッサに提供されてもよく、その結果、コンピュータまたは他のプログラ
ム可能なデータ処理装置のプロセッサを介して実行する命令は、フローチャートおよび／
またはブロック図の１つまたは複数のブロックに指定された機能／作用を実装するための
手段を作成する。
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【０１１４】
　これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータまたは他のプログラム可能
なデータ処理装置を指向して、特定の態様で機能するようにすることができるコンピュー
タ可読メモリに格納されてもよく、その結果、コンピュータ可読メモリに格納された命令
は、フローチャートおよび／またはブロック図の１つまたは複数のブロックに指定された
機能／作用を実装するための命令手段を含む製作物品を製作する。
【０１１５】
　コンピュータプログラム命令はまた、コンピュータまたは他のプログラム可能なデータ
処理装置に読み込まれて、コンピュータに実装される処理を行うために、コンピュータま
たは他のプログラム可能な装置で一連の操作工程を行わせてもよく、その結果、コンピュ
ータまたは他のプログラム可能な装置で実行する命令は、フローチャートおよび／または
ブロック図の１つまたは複数のブロックに指定された機能／作用を実装するための工程を
提供する。
【０１１６】
　８．２　携帯可能な分析器
　本発明はまた、携帯可能な試料分析器システムおよび関連デバイスおよび方法を提供す
る。上記に記載したように、図５Ａ、図５Ｂおよび図１１は、本発明のこの態様の２つの
実施形態を示している。一般に、携帯可能なシステムは、分析器構成要素と、分析器構成
要素に電子的に連結され、典型的には物理的にも連結されるように構成されるカートリッ
ジ構成要素とを含む。図１１において、概略図は、分析器への挿入がカートリッジに分析
器を物理的かつ電子的に連結するように構成される分析器およびカートリッジを表現して
いる。典型的な実施形態において、分析器構成要素は、システムの種々の構成要素の操作
を指向するためのコントローラまたはプロセッサ、分析器をカートリッジに連結するため
の手段および種々の入力構成要素または出力構成要素のいずれかを含む。カートリッジは
一般に、液滴マイクロアクチュエータと、液滴マイクロアクチュエータを分析器に連結す
るための手段とを含む。カートリッジの液滴マイクロアクチュエータ構成要素は一般に、
液滴輸送経路またはネットワーク、試薬および／または試料投入手段、試薬および／また
は試料格納貯槽および他の液滴処理構成要素、たとえば分配構成要素、液滴加熱／冷却構
成要素および／または液滴を磁界に曝すための構成要素を含む。分析器および／またはカ
ートリッジはまた、液滴マイクロアクチュエータにおける出力または液滴マイクロアクチ
ュエータからの出力を検出するための種々の検出器サブシステムを含んでもよい。試料調
製構成要素および試料投入構成要素はまた、分析器および／またはカートリッジの態様と
して含まれてもよい。中でも、システムは、システムの構成要素を制御して、種々の検定
を行い、その結果を測定し、関連情報を通信するようにプログラムされる。
【０１１７】
　上記で説明したように、携帯可能な分析器システムは、典型的には、分析器構成要素と
、分析器構成要素に電子的に連結され、典型的には物理的にも連結されるように構成され
るカートリッジ構成要素とを含む。分析器構成要素は、典型的には、システムの種々の態
様を制御するようにプログラムされうるコントローラを含む（それを通じて、一部の実施
形態において、システムを制御するプロセッサは、システムに電子的に連結されるコンピ
ュータ上などの他の場所に位置決めされうる）。カートリッジは、カートリッジの種々の
態様をコントローラと電子的に連結するための手段を含む。特に、カートリッジが分析器
に連結される場合には、カートリッジの液滴マイクロアクチュエータ構成要素が、コント
ローラに連結され、コントローラによって制御されうる。
【０１１８】
　キーボード、スイッチおよびタッチスクリーンなどの種々の入力手段およびディスプレ
イスクリーン、出力ポートおよびワイヤレス伝送デバイスなどの種々の出力手段もまた、
コントローラと電子的連通状態に含まれてもよい。８．１．１．５節を参照して上述した
ように、システムは、任意の数の液滴処置を伴う種々のプロトコルを実行するようにプロ
グラムされうる。
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【０１１９】
　コントローラは一般に、マイクロコントローラ、種々の他の電子構成要素および関連ソ
フトウェアを含む。コントローラは、入力デバイスからの命令の受信またはそれ自体の検
査プロトコルおよび他のプログラムの格納を行うように設定されてもよい。コントローラ
は、カートリッジからプログラムまたは実時間フィードバックを受信するように設定され
、検査プロトコルの一部として、液滴の分配または輸送などカートリッジにおける操作を
制御してもよい。コントローラはまた、検出器の活性化または非活性化などの分析器の他
の要素に命令を提供してもよい。
【０１２０】
　コントローラは通常、検査からの結果の導出および解釈に関連する計算を行うためのマ
イクロプロセッサを含む。そのような計算は、格納された数学的関係または数値定数を伴
ってもよく、ユーザインターフェイスからの入力を含んでもよい。液滴は、コントローラ
によって制御される電極の活性化によって所定の場所に保持されるか、または移動される
。関連実施形態において、コントローラは、電子的に連結され、分析器の種々の要素を制
御する個別のコンピュータ命令から受信する。
【０１２１】
　システムは、ユーザがプロトコルの実行に関する命令を入力することを可能にするよう
にプログラムされうる。既存のプロトコルは、ユーザの要件に基づいて監視かつ調整され
てもよい。１つまたは複数の工程の結果が、１つまたは複数の次の工程の選択を決定する
複合プロトコルを実装することができる。たとえば、ある測定された結果が陽性である液
滴は、さらなる処理のために輸送されてもよく、結果が陰性である液滴は、廃棄されても
よい。またはその逆であってもよい。
【０１２２】
　本発明のシステムにおける操作の柔軟性は、たとえば、ロボットの大規模な組み立て、
巨大私設、および液滴マイクロアクチュエータによって可能になる大規模な並列操作のい
ずれかを達成するための試薬の量の数千倍を必要とするロボットシステムの柔軟性よりは
るかに大きい。にもかかわらず、一部の実施形態において、ロボットが液滴マイクロアク
チュエータまたはカートリッジの配置、試薬の投入、オンチップ現象の外部測定のための
検出器の配置などには有用である場合がある。
【０１２３】
　一実施形態において、携帯可能なシステムは一般に、分析器構成要素およびカートリッ
ジ構成要素を含む。一般に、試料、たとえば、液体試料は、試料抽出または収集の間また
は後の調製を受けてもよい。この試料は次に、試料インターフェイスでカートリッジ上の
試料投入サブシステムに投入される。システムは、たとえば、複数の検査の調製および実
行のために、複数の試料液滴に試料を再分割してもよい。各試料液滴はさらに、再分割さ
れてもよく、および／またはカートリッジ上で種々のタイプの試料調製を受けてもよい。
【０１２４】
　一般に、各副試料液滴は、検査プロトコルによれば、種々の処理工程に付されてもよく
、および／または１つまたは複数の試薬と合わされてもよい。検査プロトコルは、中間結
果が利用可能となるように、検査中に改変されてもよい。
【０１２５】
　各副試料の検査の出力は、光信号または電気信号である。この信号は、電子インターフ
ェイスまたは光学インターフェイスにわたって、分析器における電子検出器および／また
は光検出器に伝送される。試料投入、試薬分配、試料調製および検査実行は、電子インタ
ーフェイスにわたって分析器におけるコントローラによって能動的に制御される。カート
リッジの状態またはカートリッジで生じる一部のタスクの状態に関して、カートリッジか
らコントローラにフィードバックされてもよい。
【０１２６】
　本発明の携帯可能なシステムの一実施形態の工程ごとの機能が、図１４に示されている
。工程は示された順序で行われる必要がないことは十分に認識されよう。工程１４１０お
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よび工程１４１２において、試料は、被験者から抽出され、試料が収集される。工程１４
１４において、システムは、液滴操作を用いて特定の検査プロトコルを行うように、ユー
ザによって命令される。たとえば、ユーザは、分析器の検査メニューから行われるように
検査を選択してもよく、またはカートリッジがある予備投入プロトコルを実行するように
、分析器に信号を送る分析器への入力を提供してもよい。試料は、工程１４１６において
、カートリッジに投入される。カートリッジは、処理のために、液滴マイクロアクチュエ
ータの表面の上に流体をさらに投入するための手段を提供する。大量の流体が、オンチッ
プで個別の液滴に変換され、工程１４１８および工程１４２０において液滴操作を用いて
試料調製に輸送される。試料調製は、工程１４２２において行われ、液滴は、工程１４２
４において輸送される。格納された試薬は、大量の流体が個別の液滴に変換されるのと同
一の様式で検査に分配され、次に、適切な量の液滴が液滴操作を用いて検査に輸送される
。試薬格納、液滴への変換および輸送は、工程１４２６、工程１４２８および工程１４３
０において行われる。工程１４２４および工程１４３０において液滴操作を用いて輸送さ
れる試料液滴および試薬液滴は、工程１４３２において混合される。液滴操作は、工程ご
とに、分析器でコントローラによって管理される。工程１４３４において、結合された試
料および試薬は、混合されるか、またはその一部は次に、電気化学検出器などの電子セン
サと接触するように輸送されるか、または光信号を観察することができるように、カート
リッジにおける「窓」を通じてカートリッジに統合されるか、または分析器に位置してい
る光検出器に提示される。
【０１２７】
　好ましい実施形態において、試料および試薬がカートリッジに閉じ込められるため、分
析器は、「乾燥した」ままである。別の実施形態において、システムは、複数のカートリ
ッジを用いて検査を行ってもよい。たとえば、多くの検査を行うのに十分な試薬を収容す
る試薬カートリッジは、分析器内の使い捨ての検査カートリッジと連通してもよい。この
場合には、分析器は、複数のカートリッジの配管を容易にするために「濡れて」いる必要
がある可能性がある。検出工程１４３６の終了時に、液滴は、廃棄物貯槽に輸送されるこ
とができ、検出結果は、工程１４３８において分析されうる。検出器とコントローラとの
間にいくつかのフィードバックがあってもよく、その結果、一旦、適切な結果が捕捉され
ると、検査を終了することができる。工程１４４０において、ユーザは、ディスプレイ上
でまたは何か別の通信手段を通じて検査の結果を通知され、被験者に知らされる。
【０１２８】
　８．２．１　分析器
　上記で説明したように、分析器は一般に、１）ユーザインターフェイスにおけるユーザ
入力のための手段、２）液滴の電気的マイクロ作動、ならびに、試料の投入、試料の調製
、試薬の分配および検査の実行を必要とする他の作用のためのハードウェアコントローラ
およびソフトウェアコントローラ、３）結果の検出のための１つまたは複数の手段、４）
任意の必要な計算を行う手段、ならびに、５）ユーザインターフェイスを通じて結果の通
知および表示を行うための手段を含む。
【０１２９】
　ユーザ入力手段は、たとえば、ボタン、ディスプレイスクリーンタッチスクリーンおよ
び分析器をコンピュータ制御に連結するポートを含んでもよい。本発明の１つのカートリ
ッジは、多くのお子なる検査を行うように設計またはプログラムされる機能を有する。既
存のシステムとは異なり、本発明の好ましい実施形態において、検査プロトコルは、ユー
ザによって特定の検査を選択するように改変されてもよい。ユーザはまた、特定の較正ま
たは他の分析的情報に入り、たとえば、試料投入、試料調製、液滴制御、データの検出ま
たは分析を支援してもよい。たとえば、ユーザは、必要な信頼度を入力し、システムは、
信頼度が達成されるまで検査を反復するようにプログラムされうる。ユーザ入力は、たと
えば、ボタンを押すことによって、ソフトウェア駆動式タッチスクリーン上に利用可能な
可変入力をアドレス指定することによって、またはコンピュータ上のソフトウェアプロラ
ムを有するインターフェイス、メモリカードまたは他の入力を介して達成されてもよい。
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ユーザ入力は、カートリッジから電子インターフェイスまたは光学インターフェイスを通
じて分配されてもよい。カートリッジは、メモリ液滴マイクロアクチュエータまたは他の
手段において符号化される情報を収容し、構成データ、カートリッジ識別、製品ロット番
号、有効期限または他の情報を提供してもよい。
【０１３０】
　システムはまた、検査結果を記録するための出力手段を含むこともできる。たとえば、
結果は、視覚表示で報告されてもよく、プリンタに送信されてもよく、または表示、伝送
またはさらなる分析用にコンピュータに出力されてもよい。本発明は、データのワイヤレ
ス伝送のための手段を含んでもよい。ユーザ入力のために用いられる同一のデバイスが、
結果通知のために用いられてよい。
【０１３１】
　８．２．２　カートリッジおよび液滴マイクロアクチュエータ
　電子インターフェイス、光学インターフェイスまたはその両方を介して分析器とインタ
ーフェイスをとるカートリッジが提供されてよく、一般に、以下、すなわち、１）カート
リッジ上に試薬および／または試料を投入するための手段、２）試薬材料および／または
試料材料を投入および／または格納するための手段、３）試料を調製するための手段、な
らびに４）試料、副試料および試薬などの輸送およびカートリッジ内の検査の実施、およ
び／または希釈、混合、加熱および培養などの種々の処理工程の実施の一部またはすべて
を含む。理想的には、カートリッジは、関連電子インターフェイスおよび／または光イン
ターフェイスを整列するように設計された様式で、分析器に物理的に取り付けられる。カ
ートリッジは、検査タイプ、検査プロトコル工程および較正データに関する情報および／
または命令などの情報または命令を格納するためのメモリデバイスを含んでもよい。カー
トリッジは、８．３．３節を参照して以下でさらに詳細に説明される。
【０１３２】
　８．２．３　検出器サブシステム
　本発明の分析器および／またはカートリッジは、種々の検出器サブシステムを含んでも
よい。検出器サブシステムは、１つまたは複数の検出器ならびに関連電子機器および機械
要素を含んでもよい。試料の計画的な調製および／または計画的なプロトコルにおける１
つまたは複数の試薬との混合の結果である液滴は、検出可能な特性を有する。液滴は次に
、検出器の検知領域内または検出器と接触する位置に輸送されうる。液滴に基づく技術は
、正確で測定可能な既知の容量を提供するため、検出器出力を用いて、標的検体の存在ま
たは状態の定量測定を提供することができる。しかし、測定されることになっている液滴
は、かなり小さく、好ましくは約１ｆＬ～約１ｍＬであり、さらに好ましくは約０．１ｎ
Ｌ～約１０μＬであり、さらに一層好ましくは約１ｎＬ～約１０００ｎＬであり、したが
って、検出手段は、少ない容量のために信号における自然減少にも関わらす所望の特性を
適切に検出するように適合される必要がある。
【０１３３】
　検出の複数の方法は、分析器またはカートリッジに組み込まれうる。一実施形態におい
て、試料または試料調製工程もしくは検定工程の結果は、電気化学検出器と接触するよう
に提供されうる。カートリッジは、個別のセンサと別個の液滴とを接触させる。本発明の
液滴に基づくマイクロ流体は、この電気化学分析に関する一定の別個の容量を提供し、か
なり正確な検査結果を可能にする。他の技術は、検出器のアレイに試料および試薬の「プ
ール」を提供し、各センサ作業を必要とする化学反応が互いと干渉することができる。対
象の発明において、各電気化学反応は典型的には、それ自体のマイクロ環境で行われる。
【０１３４】
　本発明の検出サブシステムの別の実施形態において、化学検定は、蛍光信号を生成する
ように設計される。反応が、光学窓および／または生成物の存在で起こるか、または反応
生成物のいくつかの部分が光学窓に輸送される。蛍光検出に対する本発明の利点は、液滴
に基づくシステムの個別の性質に関し、非常に正確な容量の試料および試薬を混合するこ
とができ、蛍光出力のレベルがかなり注意深く制御される。
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【０１３５】
　さらに、液滴が時間の関数として蛍光出力を測定するように設計されたスケジュールで
検出器に関して循環されうるため、多くの試料が、１つの検出器に提供されうる。したが
って、１つの検出器を用いて、経時的に複数の反応を同時に追跡することができる。あま
り複雑でない液体処理システムを有する他のシステムにおいて、同時の結果が必要とされ
る場合には、別々の検出器を用いる必要がある。図５Ｂに示される一実施形態において、
本発明は、液滴マイクロアクチュエータから発生される弱い光信号の検出および測定のた
めに、システムの分析器部分に取り付けられる光電子増倍管を利用する。
【０１３６】
　同様に、別の実施形態において、化学検定は、発光出力を生成するように設計される。
発光検出器は、同一の光学窓または別の光学窓に対向して配置される。反応は、光学窓お
よび／または生成物に対向して起こるか、または反応生成物のいくつかの部分が光学窓に
輸送される。発光検出手法は、典型的には、より感度の高い検出技術である。それ以外の
点では、この技術は、蛍光検出に関して上述したものと類似の利点から利益を得る。
【０１３７】
　別の実施形態において、標的検体の濃度は、濃度の関数として特定の波長の光を吸収す
ることが周知である。液滴は、一旦分析のために調製されると、光路に配置され、光検出
器が、光出力における変化を測定するために用いられる。
【０１３８】
　これらの検出方法は、同一の検出器または異なる検出器を用いて同時に複数の検定を行
うために組み合わせて用いられうる。１つの検定はまた、出力における信頼を強化するた
めに、複数の検出技術を用いて測定されうる。
【０１３９】
　８．２．４　検定
　本発明のシステムは、種々の検定プロトコルを実行するようにプログラムされてもよい
。多工程酵素検定は、たとえば、試料への材料の順次追加を伴う。最終結果は、典型的に
は、色の変化、発光または出力であり、たとえば、光学手段によって検出されうる。
【０１４０】
　本発明のシステムは、免疫検定を実行するようにプログラムされてもよい。適切な免疫
検定手法は、２００６年１２月１１日出願の「Ｄｒｏｐｌｅｔ－Ｂａｓｅｄ　Ｂｉｏｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ」というタイトルの国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ０６／４７４８６号に記
載され、その開示内容全体は、参照によって本明細書に組み込まれる。抗体は、カートリ
ッジ上に試薬として格納され、試料材料と接触される。抗体は、試料からの目的の検体ま
たは生体材料に結合する。抗体は、典型的には、化学手段または磁気手段によって、たと
えば、永久にもしくは磁界の活性化または提供によって輸送手段の表面に固着されるのに
対して、残る試料材料が除去される。さらなる試薬は次に、抗体によって捕捉される検体
または生体材料の量に比例して発光、蛍光または他の方法で検出可能な出力を生成または
付着するように導入されてもよい。複数の抗体を用いてもよく、検定のために競合するフ
ォマートが実装されてもよく、蛍光マーカーまたは発光マーカーによってタグ付けられる
検体の特定の量が試薬として提示され、試料における検体は抗体付着部位と競合する必要
がある。この場合には、検出信号がより大きくなればなるほど、検出される検体の量は少
なくなる。
【０１４１】
　別の実施形態において、試料に存在するＤＮＡを増幅するために、ポリメラーゼ連鎖反
応（ＰＣＲ）は、カートリッジに実装される。適切なＰＣＲ手法は、２００６年１２月１
１日出願の「Ｄｒｏｐｌｅｔ－Ｂａｓｅｄ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」というタイトル
の国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ０６／４７４８６号に記載され、その開示内容全体は、参
照によって本明細書に組み込まれる。一般に、適切な試薬が追加され、試料／試薬混合物
が、ＤＮＡを増幅するために厳密に制御された温度で熱サイクリングされる。熱サイクリ
ングは、加熱器の温度を変化させることによって、またはさらに好ましい実施形態におい
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ては、液滴操作を用いて、１つの加熱器に接近させたり遠ざけたりするように液滴を輸送
させることによって、または異なる温度に設定された複数の加熱器に接近させたり遠ざけ
たりするように液滴を輸送させることによって、１つまたは複数の加熱器を用いて達成さ
れてもよい。各サイクル間または数サイクルごとに、増幅を検出することができ、経過を
測定する。一旦、十分な経過が得られると、増幅を停止することができる。一部の実施形
態において、熱サイクリングは、加熱器の熱サイクリングがない場合に実現される。
【０１４２】
　別の実施形態において、ＤＮＡ配列は、ビーズまたはチップの表面などの表面における
遺伝子材料の捕捉によって、カートリッジ上に行われる。適切な試薬の追加後に、塩基の
順次追加が行われる。対応する塩基が組み込まれると、蛍光出力または発光出力を検出し
てもよい。
【０１４３】
　一般に、生化学過程からの信号出力の最大化は、特定の検体の検出のために検定の最適
なタイプの選択、その検定タイプの容量当たりに基づく使用可能な信号の最大化、合致す
る結果が関連濃度範囲において得ることができることの確認、および適切な試料調製工程
またはさらなる検定工程を通じた信号減衰または信号との他の干渉の最小化を伴う。
【０１４４】
　８．３　液滴マイクロアクチュエータのアーキテクチャおよび操作
　上記で説明した本発明の種々の態様は一般に、プロセッサによって制御される液滴マイ
クロアクチュエータを含む。たとえば、プロセッサは、中でも、液滴マイクロアクチュエ
ータにおける液滴処置を制御するようにプログラムされてもよい。種々の液滴マイクロア
クチュエータ構造が可能である。本発明の液滴マイクロアクチュエータの中に構成されう
る構成要素の例としては、液滴マイクロアクチュエータに投入されうる種々の充填剤流体
、充填剤流体、試料および／または試薬を液滴マイクロアクチュエータ上に導入するため
の流体投入機構、投入貯槽および／または処理貯槽などの種々の貯槽、液滴分配機構、液
滴マイクロアクチュエータ、液滴マイクロアクチュエータにおける充填剤流体および／ま
たは液滴の温度を制御するための手段、液滴マイクロアクチュエータにおいて磁気応答性
ビーズを処置するための磁界生成構成要素が挙げられる。この節は、液滴マイクロアクチ
ュエータのこれらおよび他の態様ならびに本発明におけるそれらの使用について記載する
。
【０１４５】
　８．３．１　液滴マイクロアクチュエータ
　上記で説明した種々の態様は、液滴マイクロアクチュエータを利用することができ、本
明細書では「チップ」と称する場合がある。液滴マイクロアクチュエータは、１つまたは
複数の液滴操作を行うように配置された１つまたは複数の電極を有する基材を含む。一部
の実施形態において、液滴マイクロアクチュエータは、そのような電極の１つまたは複数
のアレイ、経路またはネットワークを含む。種々の電気特性が、液滴操作を実行するため
に採用されてもよい。例としては、エレクトロウェッティングおよび電気泳動が挙げられ
る。
【０１４６】
　一実施形態において、液滴マイクロアクチュエータは、基材に関連付けられる２つ以上
の電極を含み、電極の活性化／非活性化を可能にするための手段を含む。たとえば、電極
は、一連の手動スイッチおよび／またはコントローラに電子的に連結されて制御されても
よい。したがって、液滴マイクロアクチュエータは、分配、分割、輸送、融合、混合、攪
拌などの液滴操作を行うことができる。液滴操作は、一実施形態において、電界を介した
作動を用いて達成される。電極は、液滴マイクロアクチュエータへの電気接続を制御する
ための手段に電子的に連結される。
【０１４７】
　基本的な液滴マイクロアクチュエータは、電極の経路またはアレイを含む基材を含む。
一部の実施形態において、液滴マイクロアクチュエータは、間隙によって離隔される２つ
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の平行な基材と、一方または両方の基材における電極アレイとを含む。基材の一方または
両方はプレートであってもよい。一方または両方の基材は、ＰＣＢ、ガラスおよびまたは
半導体材料を基材として用いて作製されてもよい。基材がＰＣＢである場合には、以下の
材料、すなわち、Ｍｉｔｓｕｉ　ＢＮ－３００、Ａｒｌｏｎ　１１Ｎ、Ｎｅｌｃｏ　Ｎ４
０００－６およびＮ５０００－３０／３２、Ｉｓｏｌａ　ＦＲ４０６、特にＩＳ６２０、
フッ化ポリマー系（背景蛍光が低いため、蛍光検出に適している）、ポリイミド系が、適
切な材料の例である。種々の材料はまた、基材の誘電構成要素として用いるのにも適して
いる。例としては、パリレンＣ（特にガラス上）およびパリレンＮなどの蒸着誘電体；Ｔ
ｅｆｌｏｎ　ＡＦ；Ｃｙｔｏｐ；ならびに、Ｔａｉｙｏ　ＰＳＲ４０００シリーズ、Ｔａ
ｉｙｏ　ＰＳＲ　ＡＵＳシリーズ（温度制御を伴う用途の場合には良好な温度特性）、お
よびＰｒｏｂｉｍｅｒ　８１６５（温度制御を伴う用途の場合には良好な温度特性）など
の液体の光画像形成可能なハンダマスク（たとえば、ＰＣＢ上）などのハンダマスク；Ｄ
ｕｐｏｎｔ　Ｖａｃｒｅｌ系などのドライフィルムのハンダマスク；ポリイミドフィルム
（Ｋａｐｔｏｎ）、ポリエチレン、ＦＥＰ、ＰＴＦＥなどのフッ化ポリマーなどのフィル
ム誘電体；が挙げられる。基材の一部またはすべてはまた、疎水性コーティングを含む。
適切な例としては、Ｔｅｆｌｏｎ　ＡＦ；Ｃｙｔｏｐ；Ｆｌｕｏｒｏｐｅｌ系のコーティ
ング；シランコーティング；フルオロシランコーティング；および３Ｍ　Ｎｏｖｅｃ電子
コーティング；が挙げられる。
【０１４８】
　液滴マイクロアクチュエータが、２つのプレートを含む場合には、液滴は、プレート間
の空間に置かれてもよい。液滴の周囲の空間は通常、充填剤流体を含む。液滴マイクロア
クチュエータは、種々の流体液滴を用いて液滴操作を行うことができるが、導電性流体を
用いることが好ましい。充填剤流体は、８．３．４節を参照して以下にさらに詳細に説明
される。
【０１４９】
　液滴マイクロアクチュエータの表面は、典型的には、疎水性コーティングによってコー
ティングされている。熱サイクリングを伴う用途の場合には、長い熱サイクリング操作中
、熱応力に耐える疎水性コーティングを選択する必要がある。適切な耐熱性材料の例とし
ては、自動車業界において用いるために開発され、優れた熱衝撃耐性を有するＰｒｏｂｉ
ｍｅｒ（登録商標）８１６５などのハンダマスク、高温および反りに耐性を示すＭｉｔｓ
ｕｉ　ＢＮ－３００などのＰＣＢ基板が挙げられる。
【０１５０】
　液滴輸送は、制御電極の経路またはネットワークに沿って生じる。アレイまたは経路は
、外部回路に電極を電気的に連結するための電気接続を含む。アレイまたは経路はまた、
一定の電極を共に電気的に連結するための電気接続を含んでもよい。電極は、プロセッサ
によって外部回路を介して制御される。液滴操作は、電圧を電極に供給することによって
行われてもよい。好ましい電圧は、誘電体の厚さに応じて可変であるが、誘電率が２～１
００の範囲であり、厚さが１ｎｍ～１０ｍｍの範囲である場合には、単位面積当たりの好
ましいエネルギーの制限は、約３００マイクロモジュール／平方メートル～約３００００
０マイクロモジュール／平方メートルの範囲である。好ましい作動電圧は、約１ｍＶ～約
５０ｋＶまたは約１Ｖ～約１０ｋＶまたは約５Ｖ～約１０００Ｖまたは約１０Ｖ～約３０
０Ｖの範囲にある。
【０１５１】
　典型的には、電極は、電圧継電器を介して始動される。液滴マイクロアクチュエータは
、たとえば、電界を用いて、離散的な液滴の直接操作によって操作する。たとえば、接地
した周囲の電極によって電圧が印加される電極に隣接する液滴は、それ自体を電圧が印加
される電極と整列するように輸送する。すなわち、液滴が、その電極の位置に輸送される
。一連の連続的な移送は、制御電極の経路またはネットワークに沿って液滴を輸送する。
輸送に加えて、液滴の融合、分割、混合および分配をはじめとする他の操作は、電圧作動
のパターンを変化させることによって同一の様式で達成されうる。
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【０１５２】
　電極が種々の方式で活性化されることができることを留意すべきである。たとえば、電
極は、直流電位を印加することによって活性化されうる。同様に、電極は、交流電位を印
加することによって活性化されてよく、活性化される電極が交流電位を有し、非活性の電
極が接地電位または他の参照電位を有するようになっている。別の態様において、電位は
、電極を繰返し活性化して、次にそれを反転することによって印加されてもよい。交流モ
ードは、出力の極性の間で迅速に切り替えるためにソフトウェアを用いることによって実
現されうる。
【０１５３】
　一部の実施形態において、本発明は、２００５年６月２８日公表のＰａｍｕｌａらによ
る「Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｎｇ　Ｄｒｏｐｌｅｔｓ　ｂｙ
　Ｅｌｅｃｔｒｏｗｅｔｔｉｎｇ－Ｂａｓｅｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ」というタイトル
の米国特許第６，９１１，１３２号、２００６年１月３０日出願の「Ａｐｐａｒａｔｕｓ
ｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｎｇ　Ｄｒｏｐｌｅｔｓ
　ｏｎ　ａ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ」というタイトルの米国特許
出願第１１／３４３，２８４号、いずれもＳｈｅｎｄｅｒｏｖらによる２００４年８月１
０日公表の「Ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ　Ａｃｔｕａｔｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｆ
ｌｕｉｄｉｃｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ」というタイ
トルの米国特許第６，７７３，５６６号、２０００年１月２４日公表の「Ａｃｔｕａｔｏ
ｒｓ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃｓ　Ｗｉｔｈｏｕｔ　Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐａｒｔ
ｓ」というタイトルの米国特許第６，５６５，７２７号、２００６年１１月１１日公開の
Ａｄａｃｈｉらによる「Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔｉｎｇ　ｌｉｑｕｉ
ｄ　ａｎｄ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ａｎａｌｙｚｉｎｇ」というタイトルの米国特許公
開第２００６０２５４９３３号および２００６年１２月１１日出願の「Ｄｒｏｐｌｅｔ－
Ｂａｓｅｄ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」というタイトルの国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ
０６／４７４８６号において、記載された液滴操作構造および技術を採用する。いずれの
開示も、液滴操作を行うための構造および技術に関する教示のために、参照によって本明
細書に組み込まれる。
【０１５４】
　液滴操作は迅速であってもよく、典型的には、約０．０１ｃｍ／ｓ～約１００ｃｍ／ｓ
または約０．１ｃｍ／ｓ～約１０ｃｍ／ｓの範囲の平均直線速度を伴い、さらに好ましく
は、約０．５ｃｍ／ｓ～約１．５ｃｍ／ｓの範囲の平均直線速度を伴う。さらに、液滴は
典型的には、約１Ｈｚ～約１００ＫＨｚ、好ましくは、約１０Ｈｚ～約１０ＫＨｚ、より
好ましくは、約２５Ｈｚ～約１００Ｈｚの範囲の処置周波数で処置されうる。迅速である
ことに加えて、液滴マイクロアクチュエータを用いた液滴処置はまた高精度であり、１つ
の液滴マイクロアクチュエータにおいて複数の液滴を独立かつ同時に処置することができ
る。
【０１５５】
　離散的な液滴操作は、連続フローアーキテクチャに関する必要性およびそのようなアー
キテクチャに付随するすべての種々の欠点を排除する。たとえば、流体がプライミングチ
ャネルまたは充填貯槽で消耗されないため、試料および試薬のおよそ１００％の利用が可
能である。さらに、上述したように、液滴の移動は、きわめて迅速であってよい。液滴マ
イクロアクチュエータは、一部の場合において、連続フロー構成要素によって補充されて
もよく、離散的な液滴操作および連続フロー要素を伴うそのような組み合わせの手法は、
本発明の範囲内にある。連続フロー構成要素は、コントローラによって制御されてもよい
。にもかかわらず、ある他の実施形態において、種々の連続フロー要素は、本発明の液滴
マイクロアクチュエータおよび／または本発明の方法において特に回避される。たとえば
、ある実施形態において、以下の構成要素、すなわち、マイクロチャネル、固定マイクロ
チャネル、マイクロチャネルのネットワーク、ポンプ、外部ポンプ、弁、高電圧供給装置
、遠心分離力要素、可動部分のうちの１つまたは複数は、本発明の液滴マイクロアクチュ
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エータおよび／または方法から排除される。
【０１５６】
　電界媒介作動もまた、他の液滴操作に関する必要性およびそのような技術に付随するす
べての種々の欠点を排除する。にもかかわらず、液滴マイクロアクチュエータは、電気（
たとえば、静電作動、誘導泳動）、磁気、熱（熱マランゴニ効果、熱毛管）、機械（たと
えば、弾性表面波、マイクロポンピング、蠕動運動）、光（たとえば、光学エレクトロウ
ェッティング、光学ピンセット）、化学手段（たとえば、化学勾配）などの他の液滴処置
技術によって補完または補足されうることは十分に認識されよう。これらの技術が採用さ
れる場合には、関連ハードウェアもまた、コントローラに電気的に連結されて制御されて
もよい。しかし、他の実施形態において、これらの液滴操作技術のうちの１つまたは複数
は、本発明の液滴から特に排除される。
【０１５７】
　液滴マイクロアクチュエータは、かなりコンパクトな形に製作されてよく、非常に小さ
な装置を用いて駆動されうる。たとえば、液滴マイクロアクチュエータおよび装置は共に
、サイズにおいて数立方インチ程度に小さくてもよい。液滴マイクロアクチュエータは、
少量の電力を必要とし、たとえば、バッテリを用いて容易に操作されうる。液滴マイクロ
アクチュエータは、極めて小さな液滴を用いて液滴操作を行うことができる。液滴は、典
型的には、約１ｆＬ～約１ｍＬの範囲にあり、より好ましくは約１００ｐＬ～約１μＬ、
さらに一層好ましくは約１０ｎＬ～約１μＬの範囲である。
【０１５８】
　連続フローではなく、オンチップ処理用の離散的な液滴の使用は、複数の重要な利点を
提供する。試料流体は、チャネルのプライミングまたはポンプに費やす必要がないため、
試料流体の本質的にすべてを分析のために用いることができ、非常に少ない容量の試料（
たとえば、約１００μＬ未満、または約５０μＬ未満または約２５μＬ未満）を分析する
ことができる。同様の利点が試薬の使用にも当てはまり、消費される試薬の容量の削減は
、分析コストの削減という利点を有する。離散的な少量の液滴の使用はまた、多数の反応
を小さな設置面積（たとえば、平方センチメートル当たり１０個を超える、または平方セ
ンチメートル当たり１００個を超える、または平方センチメートル当たり１，０００個を
超える、または平方センチメートル当たり１０，０００個を超える）で行うことも可能に
する。
【０１５９】
　本発明の種々の構成要素は、液滴マイクロアクチュエータの構成要素として含まれても
よい。実際には、本発明の全体的なシステムは、統合液滴マイクロアクチュエータとして
提供されてもよい。一部の実施形態において、液滴マイクロアクチュエータは、種々のセ
ンサと、センサを外部回路に電子的に連結するための手段とを含む。他の実施形態におい
て、液滴マイクロアクチュエータは、加熱器および／または磁界生成要素と、そのような
要素を外部回路に連結するための手段とを含む。さらに、貯槽または液滴の形態において
本明細書に記載される試薬のうちの任意の１つまたは複数を含む液滴マイクロアクチュエ
ータもまた、本発明の態様である。
【０１６０】
　チップ上で光検出を行う機能を強化するために、電極に光学窓をパターン形成すること
ができる。電極が透明基材における不透明な材料に形成される場合には、光が基材を通過
可能にするように電極における窓を形成することができる。あるいは、電極材料が透明で
ある場合には、迷光を削減するようにマスクを作製することができる。さらに、開口部は
、回折格子としてパターン形成されうる。適応光学窓もまた、第２のエレクトロウェッテ
ィング層を用いて作製されうる。たとえば、透明な液滴と共に、不透明な油（たとえば、
黒く染色された油）を用いて、一時的な可動光学窓を作製することができる。
【０１６１】
　８．３．２　液滴マイクロアクチュエータの作製
　液滴マイクロアクチュエータは、マイクロ液滴マイクロアクチュエータで導電相互接続
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構造を形成するために一般に用いられる標準的なマイクロ作製技術を用いて、および／ま
たはプリント回路基板（ＰＣＢ）作製技術を用いて構成されうる。適切なＰＣＢ技術とし
ては、２００６年１月３０日出願の「Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ
　ｆｏｒ　Ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｎｇ　Ｄｒｏｐｌｅｔｓ　ｏｎ　ａ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　
Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ」というタイトルの米国特許出願第１１／３４３，２８４号
に記載された技術が挙げられ、その開示内容全体は、参照によって本明細書に組み込まれ
る。これらの技術は、液滴マイクロアクチュエータを非常に低いコストで大量に製作する
ことを可能にする。低コストの製作は、１回限りの使い捨てとして用いる場合であっても
、液滴マイクロアクチュエータの経済的な製造を可能にする。したがって、本発明は、液
滴マイクロアクチュエータが本発明のシステムにおいて用いるための使い捨てのカートリ
ッジの構成要素としてユーザに供給される方法を提供する。
【０１６２】
　設計はまた、ＰＣＢ処理において典型的であるよりはるかに小さな特徴部を製作する機
能に関して、従来のマイクロリソグラフィ技術を用いて、ガラスまたはシリコン上に実装
されうる。たとえば、７０μｍの貯槽間隔および３ｆＬの貯槽容量を有する１，５７２，
８６４個の貯槽液滴マイクロアクチュエータの場合であっても、最小の必要なリソグラフ
ィック特徴部のサイズは、約０．５μｍであり、十分に、半導体業界において現在用いら
れている常套のマイクロリソグラフィ技術の性能の範囲内である。
【０１６３】
　チップは、手動ピペット分配器またはロボットピペット分配器を用いて直接投入されて
よく、標準的なプレート読み出し機器を用いて分析されうるため、既存の研究室作業の流
れに容易に組み込む。これは、連続フロー形式への検定の適合または試料処理および読み
出しのための専用の機器を必要とする可能性がある他のマイクロ流体手法に比べて、大き
な利点である。
【０１６４】
　８．３．３　カートリッジ
　上記で説明されたように、一部の実施形態において、本発明は、液滴マイクロアクチュ
エータに連結するためのカートリッジを含む。カートリッジは、本発明の操作には必要で
はないが、一部の状況において好都合である場合があることは十分に認識されよう。存在
する場合には、カートリッジは、液滴マイクロアクチュエータの経路またはネットワーク
をプロセッサ、たとえば、本発明の液滴マイクロアクチュエータシステムのプロセッサに
電気的に連結するための手段を含んでもよい。この実施形態において、電気接続は、電極
‐カートリッジ‐プロセッサであり、３つの間にさらなる要素があってもよい。別の実施
形態において、カートリッジは、液滴マイクロアクチュエータに物理的に連結するための
手段を含んでもよい。この実施形態において、電気接続は、電極‐プロセッサ‐カートリ
ッジである。あるいは、カートリッジは、電気構成要素を全く欠いていてもよい。
【０１６５】
　存在する場合には、カートリッジは、１つまたは複数の試薬、たとえば、予め入れられ
た試薬用の貯槽を含んでもよい。液滴マイクロアクチュエータは、試薬、試料および／ま
たは充填剤流体をカートリッジから液滴マイクロアクチュエータ上に流すために、カート
リッジ貯槽と液滴マイクロアクチュエータの内部との間に流体経路が確立されるように構
成されてもよい。たとえば、予め入れられたカートリッジ貯槽は、カートリッジの分析機
器への連結前、連結中または連結後に、液滴マイクロアクチュエータに分配されてもよい
。カートリッジは、密封型、自己充足型および／または使い捨て型のいずれであってもよ
い。カートリッジは、液滴マイクロアクチュエータを供給してもよく、供給しなくてもよ
い。そのようなカートリッジは、繰返し可能な検定状態を確保し、感染性材料または危険
な材料の安全な取り扱いおよび処分を可能にし、および／または作業間の二次汚染を低減
するために用いられうる。カートリッジは、たとえば、機械加工されたプラスチック部品
を含んでもよい。この部品は、液滴マイクロアクチュエータと組み合わせて固着されて提
供されてもよい。
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【０１６６】
　カートリッジ材料は、試薬の分解または汚染を生じることなく、試薬の格納を提供する
ように選択されてもよい。さらに、高温で確実な操作を提供し、実時間の化学反応に対す
る適合性を確保するように選択される必要がある。カートリッジ材料は、たとえば、成形
プラスチック構成要素を含んでもよい。一部の実施形態において、密封型の使い捨て可能
な検査カートリッジは、作業者の安全性を強化し、安全な処分を容易にする。
【０１６７】
　液滴マイクロアクチュエータシステムの種々の構成要素は、カートリッジ上に含まれて
もよい。たとえば、液滴マイクロアクチュエータの内部空間を包囲する上部プレートが、
カートリッジの構成要素として提供されてもよい。種々のセンサもまた、カートリッジの
構成要素として含まれてもよい。
【０１６８】
　８．３．４　充填剤流体
　本発明の液滴マイクロアクチュエータは、１つまたは複数の自由界面（すなわち、流体
‐流体）を含む。例としては、流体‐流体または流体‐気体の界面が挙げられる。典型的
には、化学反応は、一次（液滴）相において行われ、二次相は、互いから液滴を分離する
充填剤流体として機能する。二次相は、たとえば、液体、ゲルおよび／またはガスなどで
あってもよい。二次相が液体を含む場合には、液体は、液滴マイクロアクチュエータが複
数の液滴操作のうちの１つを行うことを可能にするために、一次液相と十分に混和しない
。
【０１６９】
　システムは、液滴マイクロアクチュエータ内への１つまたは複数の充填剤流体の複数の
導入または再循環のために提供するようにプログラムされてもよい。二次流体処理システ
ムが、液滴マイクロアクチュエータ内への流体の注入および液滴マイクロアクチュエータ
内からの流体の除去のために設けられうる。圧力、重力または熱勾配の使用などの他の手
段を用いて、充填剤流体を液滴マイクロアクチュエータ内外に輸送することができる。そ
のようなシステムは、以下の目的のために用いられうる。
（１）時間の経過による蒸発または漏れによって失われる充填剤流体を補充するため。充
填剤流体容量の損失を補うために、充填剤流体のゆっくりかつ安定したフローまたは定期
的な注入を採用することができる。
（２）液滴間の汚染を低減するために、継続的にまたは定期的に、「清浄な」充填剤流体
を提供するため。充填剤流体は、完全に交換することによって、または汚染物質を除去す
るように選択されたフィルタまたは吸着材料の床を通して循環することによって、清浄化
することができる。
（３）消耗される液滴を輸送するための手段を提供するため。たとえば、検定の最後で、
液滴を放出して、充填剤流体と共に外部に流すことを可能にして、液滴マイクロアクチュ
エータを「フラッシングする」ための手段を提供する。液滴マイクロアクチュエータをフ
ラッシングことにより、さらなる検定を行うための調製において液滴マイクロアクチュエ
ータの状態をリセットすることができる。
（４）異なる流体がある工程に関して所望である場合には、充填剤流体を交換するため、
たとえば、空気と油とを交換して、液滴の乾燥を可能にするため、またはある油を異なる
油に交換するため。
（５）液滴マイクロアクチュエータを通じて循環するために、流体を加熱または冷却する
ことによって、液滴の温度を制御する手段を提供するため。液滴マイクロアクチュエータ
の内側に最適な温度制御を提供するために、液滴マイクロアクチュエータに出入りする充
填剤流体の温度を直接測定することができ、充填剤流体の温度および流速を調整すること
ができる。
【０１７０】
　適切な充填剤流体および同充填剤流体を伴う操作は、２００６年１２月１１日出願の「
Ｄｒｏｐｌｅｔ－Ｂａｓｅｄ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」というタイトルの国際特許出
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願第ＰＣＴ／ＵＳ０６／４７４８６号に記載され、その開示内容全体は、参照によって本
明細書に組み込まれる。
【０１７１】
　８．３．５　液滴マイクロアクチュエータの投入
　本明細書において検討される液滴マイクロアクチュエータは一般に、１つまたは複数の
充填剤流体、試薬および／または試料（たとえば、本明細書の他の箇所に記載したように
プロトコルおよび／または検定を行うための試薬および／または試料）を液滴マイクロア
クチュエータに導入するための１つまたは複数の投入ポートを含む。一部の実施形態にお
いて、試料または試薬が、常套のロボットを用いて投入ポートを介して投入される。１つ
の別の実施形態において、試料および試薬の液滴は、液滴マイクロアクチュエータに接続
されるときに、毛細管から投入ポートにポンプによって送り込まれるため、試料または試
薬の液滴を液滴マイクロアクチュエータに捕捉して経路指定することを可能にする長い予
め入れられた毛細管（たとえば、ガラスの毛細管）における油の栓によって分離される。
別の投入技術は、液滴マイクロアクチュエータの中に試薬を予めスタンピングすることと
、たとえば、高速試薬スタンピングまたは印刷処理を用いて、それらの試薬の乾燥を可能
にすることとを伴う。さらに別の手法は、直接的なプレート対液滴マイクロアクチュエー
タ界面の使用を伴い、プレートの内容物、たとえば、たとえば、１５３６個または３８４
個または９６個のウェルプレートが、ウェルに整列された投入ポートによってその内容物
を押す圧力を用いることによって、液滴マイクロアクチュエータに並列に輸送される。投
入ハードウェアは、一部の実施形態において、コントローラに電子的に連結されて制御さ
れてもよい。
【０１７２】
　液滴マイクロアクチュエータは、試料および／または試薬の投入および格納のための流
体投入モジュールに関連付けられ、または連結されうる。たとえば、基本的な投入モジュ
ールは、ピペットまたは他のデバイスを用いて試料を投入することを可能にする。システ
ムは、制御電極ネットワークまたは経路で輸送されうる離散的な液滴として、投入流体を
再分割して分配するようにプログラムされてもよい。
【０１７３】
　本発明の液滴に基づくマイクロ流体システムは、非常に少ない量を用いて正確に操作す
ることができるため、システムは、この少量の液滴処理性能をはるかに少量の試料を受け
入れるような能力に変換する独特の試料投入手段を組み込むことができ、投入試料容量は
通常、約１ｎＬ～約１００ｍＬまたは約１００ｎＬ～約１ｍＬまたは１μＬ～約１０μＬ
である。この性能は、ごく少量の試料容量が利用可能である（たとえば、早産児または小
動物）場合およびより少量の試料の取得の方が苦しみが少ない場合、侵襲性が小さい場合
または医学的に望ましい場合に、特に重要である。
【０１７４】
　本発明の試料投入手段は、カートリッジにおける投入ポートから液滴マイクロアクチュ
エータに試料を輸送し、その結果、液滴操作をコントローラによって管理することができ
るようになっている。好ましくは、この工程は、試料を著しく損失することなく達成され
る。カートリッジが充填剤流体を収容するため、試料投入もまた、充填剤流体の抵抗を克
服するための力、すなわち、充填剤流体を押し出すための力を含む。一旦、試料が投入ポ
ートに投入されると、投入ポートは蓋を被せられ、次に、圧力、真空または他の力が充填
剤流体の抵抗を克服するように導入されてもよい。一実施形態において、カートリッジを
分析器に挿入する作用により、小さなゴム隔壁を圧迫して、正圧を生じる。別の実施形態
において、試料投入は、投入ポートと、液滴マイクロアクチュエータの内部との間にフィ
ルタを導入することによって試料調製と合わされ、その結果、たとえば、血液細胞を全血
から除去することができ、血奬または血清のみが液滴マイクロアクチュエータに導入され
る。別の実施形態において、複数の個別の試料が１つのカートリッジに投入され、個別に
分析され、その結果、１つのカートリッジが、複数の検査を行うことができるだけでなく
、複数の試料におけるこれらの検査を行うこともできる。
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【０１７５】
　８．３．６　貯槽
　本明細書において検討される液滴マイクロアクチュエータは、投入貯槽および／または
処理貯槽などの種々の貯槽（本明細書では「ウェル」と称することもある）を含んでもよ
い。
【０１７６】
　８．３．６．１　投入貯槽
　本発明はまた、試料材料および／または試薬材料を格納するための手段も含むことがで
きる。好ましくは、試薬は、検査の前にカートリッジに投入され、格納される必要がある
。試薬は、互いから物理的に分離されてもよく、機械的障壁によって充填剤流体から物理
的に分離されてもよい。各試薬用の貯槽は、典型的には、カートリッジに固着される。カ
ートリッジ貯槽は、カートリッジ上にセットする前に個別に投入されうるホイルまたはプ
ラスチック袋に含まれてもよい。長時間、試薬の格納には、制御された環境にカートリッ
ジを維持することを必要とする可能性がある。別の実施形態において、試薬は、カートリ
ッジ外、たとえば、格納容器で格納され、液滴に分配するためのチップに導入されてもよ
い。
【０１７７】
　既存の試薬格納デバイスにおいて、一旦、機械的障壁が除去される（ホイル袋に穴が開
けられることが多い）と、試薬は、検査を行うために、試料またはキャリア流体と共に貯
蔵される。本発明において、一旦、機械的障壁が除去されるか、または袋に穴が開けられ
ると、試薬は、オンチップ貯槽に流れ込むように構成され、液滴マイクロアクチュエータ
の特徴がこの目的で設計されている。このオンチップ貯槽は、使用を必要とされる時間ま
で、試薬を保持する。次に、適切な量の試薬が、貯槽から分配される。検査のために必要
とされる正確な量の試薬が、プログラム可能な電子制御を用いて分配されうる。したがっ
て、試薬の１つの貯槽を用いて、異なる量および異なる時間での複数の検査のために試薬
を供給することができる。さらに、試薬はオンチップ貯槽の分配デバイスによって反応中
に測定されうるため、貯槽に投入される試薬の量はあまり重要ではない。この手法は、正
確なホイル袋またはカートリッジ貯槽投入の必要性を排除し、したがって、デバイスのコ
ストを削減する。
【０１７８】
　一部の実施形態において、液滴マイクロアクチュエータは、１つまたは複数の投入ポー
トと流体連通する１つまたは複数の投入貯槽を含み、典型的には、投入ポートと直接的に
流体連通している。投入貯槽は、分配液滴（たとえば、試薬液滴または試料液滴）用の大
量の原材料（たとえば、試薬または試料）の格納のための貯槽として機能する。したがっ
て、投入貯槽は、たとえば、試料ウェルまたは試薬ウェルと機能してもよい。
【０１７９】
　投入貯槽は一般に、内部空間および開口部を画定する１つまたは複数のウェル壁を含む
。ウェル壁によって画定される内部空間は、液滴マイクロアクチュエータの内部の残りか
らウェル壁によって少なくとも部分的に隔離される。貯槽は、液滴マイクロアクチュエー
タの外部から投入貯槽内への流体の導入に適したポートに（任意の方向において、たとえ
ば、垂直または横に）隣接していてもよい。貯槽壁における１つまたは複数の開口部は、
この内部容積に液滴を分配するために、液滴マイクロアクチュエータの内部容積と流体連
通を可能にするように提供されてもよい。開口部は、電極の経路またはネットワークへの
液滴マイクロアクチュエータの内部容積に流体が流れ込むか、輸送することが可能にする
場合もある。投入貯槽はまた、流体がポートまたは開口部を介してウェルに導入されるか
、またはウェルから除去されるときに、投入貯槽から充填剤流体の変位を可能にするため
の１つまたは複数の排出口を含んでもよい。
【０１８０】
　投入貯槽はさらに、ウェル壁によって画定される空間に隣接するまたはこの空間内の上
部プレートまたは下部プレートにおいて、１つまたは複数の平面制御電極を含んでもよい
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。平面電極は、コントローラに電子的に連結されて制御されうる。好ましい実施形態にお
いて、平面電極は、２つ以上の分岐または光線を有し、流体の存在下で液滴分配中に、制
御電極の作動により、液滴分配方向に対して略対向する方向に、流体の「引き寄せ」を作
用させるようになっている。一部の場合において、電極の形状は、液滴分配の方向に対し
て略対向する方向を有する平均ベクトルを有する多次元ベクトルの引き寄せを結果として
生じる。
【０１８１】
　ウェル壁は、たとえば、上部プレートまたは下部プレートからの突出部によって形成さ
れてもよく、および／または上部プレートまたは下部プレートの表面に壁形成材料の堆積
によって形成されてもよい。たとえば、ウェル壁は、表面上に堆積され、パターン形成さ
れるハンダマスク材料またはポリマーガスケット材料から形成されてもよい。一部の実施
形態において、連続的または半連続的な試料および試薬のフローの供給源は、投入ポート
のうちの１つまたは複数と流体連通するように連結される。
【０１８２】
　液滴分配は、画定された貯槽から行われてもよいが、一実施形態において、液滴分配は
、物理的に画定された貯槽を用いることなく行われてもよいことを留意すべきである。分
配は、たとえば、エレクトロウェッティング力または親水性の表面によって、液滴分配中
に閉じ込められる供給源の液滴から進められてもよい。
【０１８３】
　８．３．６．２　処理貯槽
　液滴マイクロアクチュエータはまた、１つまたは複数の処理ウェル、領域または貯槽を
含んでもよい。これらの貯槽は、混合、加熱、培養、冷却、希釈、滴定などの種々の液滴
処理工程を実行するための位置として機能する。液滴マイクロアクチュエータは、１つま
たは複数の投入ポートから１つまたは複数の処理貯槽に液滴を輸送するのに十分な制御電
極の１つまたは複数の経路またはネットワークを含む。一部の場合において、処理貯槽は
、これらの経路またはネットワークの構成要素または部分に過ぎない。他の実施形態にお
いて、処理貯槽は、画定された処理貯槽である。そのような貯槽は、たとえば、上述した
投入貯槽と略同様の様式で構造形成されてもよい。しかし、処理貯槽は、典型的には、投
入ポートと直接流体連通状態ではない。すなわち、制御電極の１つまたは複数の経路また
はネットワークに沿った液滴輸送は、処理貯槽に試薬または試料を加えることが必要であ
る。一部の場合において、処理貯槽は、その中に貯槽の経路またはネットワークを含み、
処理貯槽内の液滴操作を行うことを可能にする。液滴マイクロアクチュエータの外部との
直接的なインターフェイスが典型的に欠如していることに加えて、処理貯槽は、典型的に
は、投入貯槽より小さい。尚、一部の実施形態において、投入貯槽は、より小さい場合が
あるが、液滴マイクロアクチュエータの内部とチップ外部との間の相互接続として機能す
る。通例、投入ポートの目標とする性能は、液体が完全に投入される場合には、貯槽の数
に単位容積を乗じたものであってもよい。
【０１８４】
　一実施形態において、液滴マイクロアクチュエータは、処理貯槽の規則的なアレイを含
む。一実施形態において、処理貯槽アレイの寸法は、Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｂｉｏｍ
ｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇマイクロプレート（マルチウェルプレート）の寸
法標準、たとえば、２００４年１月９日に更新された「ＡＮＳＩ／ＳＢＳ　１－２００４
：Ｍｉｃｒｏｐｌａｔｅｓ－Ｆｏｏｔｐｒｉｎｔ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ」、２００４年
１月９日に更新された「ＡＮＳＩ／ＳＢＳ　２－２００４：Ｍｉｃｒｏｐｌａｔｅｓ－Ｈ
ｅｉｇｈｔ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ」，２００４年１月９日に更新された「ＡＮＳＩ／Ｓ
ＢＳ　３－２００４：Ｍｉｃｒｏｐｌａｔｅｓ－Ｂｏｔｔｏｍ　Ｏｕｔｓｉｄｅ　Ｆｌａ
ｎｇｅ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ」および２００４年１月９日に更新された「ＡＮＳＩ／Ｓ
ＢＳ　４－２００４：Ｍｉｃｒｏｐｌａｔｅｓ　－　Ｗｅｌｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｓ」な
どに準拠する。これらの文書のそれぞれの開示内容全体は、マイクロプレート標準に関す
る教示のために、参照によって本明細書に組み込まれる。ある設計は、１つのデバイス上
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でマイクロプレート標準を混合してもよい。たとえば、液滴マイクロアクチュエータチッ
プの１つの部分は、試料の投入のための９６個のウェル形式に準拠してよく、別の部分は
、反応の配列のために、３８４個または１５３６個の形式に準拠する。他の設計は、いく
つかのモジュールが試薬の投入、格納または検出または反応のためのマルチウェルプレー
トの間隔に準拠し、他のモジュールが特定の操作または手順を行うように設計された構造
を有してもよい場合には、異なる機能を実行するように設計されたモジュールに液滴マイ
クロアクチュエータチップを再分割してもよい。
【０１８５】
　極めて高いレベルのスループットおよびコスト節約を有するより大きいチップは、薬物
発見用途などの種々の設定において有用である。一実施形態において、本発明は、高いス
ループットの生物学的検定のために有用である。たとえば、チップは、オンチップ希釈プ
ロトコルおよび細胞処理プロトコルを実行するようにプログラムされうる。異なるウェル
ピッチにおける１２８ｍｍ×８６ｍｍのフル実装プレート（チップ）サイズにおける液滴
容量のスケーリングは、表１においてみることができる。
【０１８６】
【表１】

【０１８７】
　さらに、液滴マイクロアクチュエータにおける貯槽の数は、既存のマイクロプレート仕
様の場合に提供されるよりはるかに大きくてもよい。たとえば、液滴マイクロアクチュエ
ータは、１つのプレートに１，０００、５，０００、１０，０００、１５，０００、２０
，０００、２５，０００、３０，０００、３５，０００、４０，０００、４５，０００、
５０，０００、５５，０００、６０，０００、６５，０００、７０，０００、７５，００
０、８０，０００、８５，０００、９０，０００、９５，０００、１００，０００、２０
０，０００、３００，０００、４００，０００、５００，０００、６００，０００、７０
０，０００、８００，０００、９００，０００または１，０００，０００を超えるウェル
を組み込むことができる。
【０１８８】
　混合または希釈比は、各貯槽に供給される構成液滴の数および分配を制御することによ
ってプログラム可能に確立されうる。さらに、貯槽内で混合されることになっている液体
は、たとえば、直列希釈検定を行うために、別の貯槽への輸送のために単位サイズの液滴
の形態のその貯槽から続いて分配されてもよい。
【０１８９】
　８．３．７　熱制御
　本発明の液滴マイクロアクチュエータは、液滴マイクロアクチュエータまたは液滴マイ
クロアクチュエータの領域の温度を制御するための手段を含んでもよい。中でも、熱制御
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は、加熱工程または冷却工程を必要とする種々のプロトコルの場合に有用である。例とし
ては、熱サイクリングを必要とする増幅プロトコルおよび培養工程を必要とする種々の検
定が挙げられる。
【０１９０】
　熱制御は、システムによって制御されてもよい。ユーザインターフェイスは、ダイアル
または仮想ダイアルなどの１つまたは複数の加熱器の温度を制御するための入力手段を備
えてもよい。ユーザインターフェイスは、加熱器の周囲の温度勾配を示してもよく、その
結果、液体輸送を用いた適切な熱サイクリングプロトコルがユーザによって開発されても
よい。
【０１９１】
　８．３．７．１　熱制御設計
　一般に、熱制御は、３つの方式で提供されてよい：（１）液滴マイクロアクチュエータ
全体の熱制御；（２）制御された領域と接触状態にあるか、または制御された領域に近接
している加熱器を用いた液滴マイクロアクチュエータの領域の熱制御；ならびに（３）（
たとえば、存在する場合には、電極の経路またはアレイを含む基材、および／または液滴
マイクロアクチュエータの上部プレートにある基材に）液滴マイクロアクチュエータに統
合される加熱器を用いた液滴マイクロアクチュエータの領域の熱制御。上述の手法の組み
合わせも可能である。
【０１９２】
　統合型加熱器手法において、温度ゾーンが形成され、液滴マイクロアクチュエータ内に
直接的に統合された熱制御システムを用いて制御されうる。ゾーン内部および周囲の温度
は、ユーザインターフェイスで示されうる。液滴マイクロアクチュエータに直接的に作製
される薄膜加熱要素を通じた熱制御の統合もまた、液滴マイクロアクチュエータにおける
増幅反応の速度、スループットおよび品質を最大にするために有用である。液滴は、その
小さな熱質量のために、きわめて迅速に熱循環されうる。熱制御は、液滴に近接して加熱
要素を位置付けて、加熱器と液滴との間の寄生熱損失を低減することによって強化される
。加熱要素は、液滴マイクロアクチュエータの上部プレートおよび／または下部プレート
に統合されうる。
【０１９３】
　液滴マイクロアクチュエータへの加熱要素の統合はまた、液滴マイクロアクチュエータ
内の複数の個別の熱ゾーンの使用を可能にする。これは、試料調製および熱サイクリング
などの分析における複数の工程を可能にし、液滴マイクロアクチュエータの異なる部分で
同時に行われることになっている異なる温度を必要とする。液滴は、増幅反応の熱サイク
リング態様を実行するために、異なる固定温度のゾーンの間で、物理的に輸送されうるか
、または「往復」されうる。この手法は、熱ゾーン全体の加熱および冷却がもはや速度制
限されないため、さらに高速の反応を生じることができる。代わりに、加熱および冷却の
速度は、ゾーン間で液滴を輸送するために必要な時間、および、液滴がゾーン内に達した
らゾーンの温度に対して平衡を保つために液滴温度に必要な時間によって決定される。い
ずれも非常に高速であると予想される。さらなる利点は、反応工程が、より大きな操作柔
軟性を可能にする「一括処理」ではなく「待ち行列処理」で行われうることである。たと
えば、離散的な試料は、１つの時点で供給されるのではなく、液滴マイクロアクチュエー
タに連続的に供給されうる。
【０１９４】
　液滴は、１つの加熱器を用いて一括モードで熱循環されてもよく、または加熱要素によ
って形成される別個の温度ゾーンを通って液滴を循環させることによって貫流モードで熱
循環されてもよい。一括モードと貫流モードとの間の本質的な違いは、一括モードでは、
熱制御が加熱器の温度を変化させることによって行われるのに対し、貫流モードでは、熱
サイクリングは、別個の一定の温度ゾーン間で液滴を輸送することによって行われること
である。「一括」方法において、液滴マイクロアクチュエータにおける１つの統合型薄膜
加熱器が用いられ、加熱器ゾーン内に位置する静的な液滴を熱サイクリングさせることが
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できる。「貫流」方法において、２つの別個の固定温度ゾーンが液滴マイクロアクチュエ
ータに形成され、熱サイクリングが、２つのゾーンの間での液滴の往復によって行われる
。
【０１９５】
　「一括」の場合には、加熱器自体の熱質量ならびに熱損失を、液滴に直接的に隣接して
配置される薄膜加熱器を用いて最小限に抑えてもよい。液滴自体を含む熱質量はとても小
さいため、迅速な温度変化に影響を及ぼしうる。システムへの総エネルギー投入が総熱質
量に比べて極めて小さいことから、受動冷却（充填剤流体における）もまた迅速である。
【０１９６】
　「貫流」加熱の場合には、温度を安定化させるために役立つことから、より大きな熱質
量が望ましいことがあり、その設定点に達すると、加熱器の温度は変化しないため、より
緩やかな勾配速度が許容可能である。貫流システムは、たとえば、薄膜加熱器より正確か
つ簡単に制御される液滴マイクロアクチュエータに対して外部にある蓄熱加熱器を用いて
実装されうるが、原則的には、いずれのタイプの加熱器もいずれの方法を実装するために
用いることが可能である。
【０１９７】
　別の実施形態において、温度は、チップを通って液滴の周囲に加熱された充填剤流体を
流すか、または再循環することによって制御される。
【０１９８】
　液滴マイクロアクチュエータの配置は拡張可能であり、その結果、液滴マイクロアクチ
ュエータは、１～１０程度の少数の加熱ゾーン、数百以上の加熱ゾーンを含みうる。
【０１９９】
　８．３．７．２　加熱器タイプ
　加熱器は、導電薄膜を用いて形成されてもよい。適切な薄膜の例としては、Ｐｔ加熱器
ワイヤおよび透明なインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）が挙げられる。ＩＴＯは、実時間の
観察に関して液滴の良好な可視化を提供する。温度調整のために遠隔配置された従来の熱
電対（ＴＣ）を用いることもできる。一実施形態において、ＰＣＢ基材における微小な金
属（たとえば、銅）バイアスが、液体と遠隔ＴＣとの間の密着熱接合を形成するために用
いられる。さらに、試料温度は、表面実装サーミスタまたは赤外線センサを用いて銅バイ
アスを監視することによって決定されうる。サーミスタを用いる１つの利点は、液滴マイ
クロアクチュエータに直接的にハンダ付けすることができるほど十分に小さいことであり
（２×２ｍｍ）、ＩＲを用いる利点は、結び付けを簡単にする非接触方法であることであ
る。銅の熱伝導率は、ＦＲ－４基材より少なくとも７００倍大きい（３５０～３９０Ｗ／
ｍ・Ｋ対０．３～０．５Ｗ／ｍ・Ｋ）ため、銅バイアスの温度は、液体内の温度を正確に
表す。加熱器は、液滴マイクロアクチュエータの下部プレートおよび／または上部プレー
ト（存在する場合には）またはいずれかのプレートの下部表面および／または上部表面に
統合されてもよく、いずれかのプレートの構造内に統合されてもよい。
【０２００】
　１つの貫流の実施形態において、低減した熱勾配が、加熱器を用いることによって提供
されてよく、液滴マイクロアクチュエータにわたって連続的な温度勾配（たとえば、１０
０～５０℃）を形成する。連続的な勾配の使用は、加熱器ブロックの縁に沿って見られる
急激な温度勾配を克服するための必要性を削減する。制御された温度勾配はまた、任意の
数の温度点に関するプロトコルを実装可能にすることによって、デバイスの機能性を著し
く強化する。さらに、各反応は、カスタム温度プロトコルによって行われてよく、２つ以
上のブロックの温度のみが熱調整される必要がある。液滴は、加熱器の間の適切な位置に
輸送され、その位置で目標温度を達成するのに役立つ。液滴が検出スポットにわたって輸
送されるときに、液滴の蛍光は、蛍光センサを用いて画像形成されうる。上部目標温度お
よび下部目標温度は、液滴の位置を変化させることによって変更されうる。にもかかわら
ず、本発明者らは、驚くべきことに、たとえば、ＰＣＲのための熱サイクリングは、加熱
器に近づけたり加熱器から遠ざけたりするように液滴を輸送することによって、１つの加
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熱器を用いて容易に達成されうることを発見した。
【０２０１】
　一部の実施形態において、液滴上に位置している加熱器は、液滴を覆い隠す可能性があ
り、したがって、実時間光学測定を妨害する可能性がある。そのような場合には、液滴は
、加熱器の直下から光検出に好ましい位置（すなわち、検出スポット）まで輸送されるこ
とができる。液滴は、たとえば、蛍光定量化による検出などの液滴マイクロアクチュエー
タの検出目的のために、加熱器の直下から検出スポットに定期的に輸送されてもよい。液
滴は、ある温度ゾーンから別の温度ゾーンに循環している間に、センサに近接するように
経路指定されてもよい。
【０２０２】
　８．３．８　液滴操作
　液滴マイクロアクチュエータは、液滴に対して種々の液滴操作を行ってもよい。例とし
ては、液滴マイクロアクチュエータ内への液滴の投入、供給源の液滴からの１つまたは複
数の液滴の分配、液滴の２つ以上の液滴への分割、分離または分裂、任意の方向における
ある位置から別の位置への液滴の輸送、２つ以上の液滴の１つの液滴への融合または結合
、液滴の希釈、液滴の混合、液滴の攪拌、液滴の変形、液滴の所定の位置での保持、液滴
の培養、液滴の加熱、液滴の気化、液滴の冷却、液滴の配置、液滴マイクロアクチュエー
タからの液滴の輸送、本明細書に記載される他の液滴操作および／または上記の操作の任
意の組み合わせが挙げられる。
【０２０３】
　液滴分配は、より大量の流体をより小さい液滴に等分する処理を指す。分配は、流体界
面、投入貯槽および処理貯槽で有用に採用される。液滴は、貯槽から流体の「フィンガ」
を延在させる流体貯槽に隣接する電極に電圧を印加することによって形成されてもよい。
流体前面が末端電極に達すると、中間電極は、動力源を絶ち、流体を貯槽に戻させると同
時に、末端電極に新たに形成された液滴を残す。既に述べたように、大量の流体から分配
される液滴の分離を支援するために、貯槽における１つまたは複数の電極に電圧が印加さ
れてもよい。液滴は、固定されている電極の形状に適合するため、優れた精度および正確
さが得られる。液滴分配は、コントローラによって制御される。一部の実施形態において
、本発明は、２００５年６月２８日公表のＰａｍｕｌａらによる「Ａｐｐａｒａｔｕｓ　
ｆｏｒ　Ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｎｇ　Ｄｒｏｐｌｅｔｓ　ｂｙ　Ｅｌｅｃｔｒｏｗｅｔｔ
ｉｎｇ－Ｂａｓｅｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ」というタイトルの米国特許第６，９１１，
１３２号、２００６年１月３０日出願の「Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｎｇ　Ｄｒｏｐｌｅｔｓ　ｏｎ　ａ　Ｐｒｉｎｔｅ
ｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ」というタイトルの米国特許出願第１１／３４３，２８
４号、いずれもＳｈｅｎｄｅｒｏｖらによる２００４年８月１０日公表の「Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｓｔａｔｉｃ　Ａｃｔｕａｔｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃｓ　ａｎｄ　
Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ」というタイトルの米国特許第６，７７
３，５６６号および２０００年１月２４日公表の「Ａｃｔｕａｔｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｍｉｃ
ｒｏｆｌｕｉｄｉｃｓ　Ｗｉｔｈｏｕｔ　Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐａｒｔｓ」というタイトルの
米国特許第６，５６５，７２７号において、記載された液滴分配構造および／または技術
を採用する。いずれの開示も、参照によって本明細書に組み込まれる。
【０２０４】
　一部の実施形態において、液滴操作は、エレクトロウェッティング技術によって媒介さ
れる。他の実施形態において、液滴操作は、電気泳動技術によって媒介される。さらに他
の実施形態において、液滴操作は、エレクトロウェッティング技術および電気泳動技術に
よって媒介される。
【０２０５】
　一実施形態において、分離は、エレクトロウェッティングおよび電気泳動の組み合わせ
を用いて行われてもよい。エレクトロウェッティングマイクロ作動を用いて、電気泳動を
行うチャネルを形成し、試料をチャネルに供給するか、または電気泳動分離後にチャネル
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から試料の部分を捕捉することができる。たとえば、チャネルの形成に関して、エレクト
ロウェッティングを用いて、後に続く長い薄い形状に分離媒体の液滴を変形（伸ばす）こ
とができる。一部の場合において、チャネルは、たとえば、ＵＶ重合を用いて重合化され
てもよい。他の場合において、液滴操作を用いることによって、液滴を物理的に閉じ込め
られたマイクロチャネルに加えるために、チャネルを形成してもよい。関連実施形態にお
いて、出口で液滴の目的とする部分を捕捉し、次に、循環方式で、それを入口に戻すこと
によって、電気泳動チャネルの有効長を増大することができる。同一の原理を用いて、一
連の段階的により細かい分離を行うことができる。分離はまた、同時に複数の異なる分離
媒体を用いて達成されてもよい。
【０２０６】
　液滴分割または液滴の分裂は一般に、液滴を２つ以上の小液滴に分離することを伴う。
一部の場合において、結果として生じる液滴は、サイズにおいて相対的に等しい。
【０２０７】
　輸送は、任意の方向におけるある位置から別の位置に液滴を移動することを伴う。液滴
は、平面または３次元において輸送されてもよい。分配および／または分割などの種々の
液滴操作は、別の液滴から液滴に輸送される輸送要素を含んでもよいことは十分に認識さ
れよう。
【０２０８】
　融合は、２つ以上の液滴を１つの液滴に合わせることを伴う。一部の場合において、相
対的に等しいサイズの液滴が互いの中に融合される。他の場合において、液滴は、より大
きな液滴に融合されてもよく、たとえば、貯槽に存在するより大きな容積で液滴を合わせ
る。
【０２０９】
　液滴の混合は、輸送または攪拌などの種々の液滴処置を伴い、液滴内により多くの同種
の構成要素の分散を結果として生じる。１つの混合の実施形態において、エレクトロウェ
ッティング電極上に位置決めされた液滴は、電極の活性化および非活性化を行うことによ
って、迅速かつ循環的に適所に変形され、混合を容易にする液滴内に流体の流れを誘発す
る。機械的共鳴などの周波数依存性効果が、混合の品質および速度を合わせるために用い
られてよい。混合のために表面における液滴の輸送を必要とする技術に比べて、この手法
は、混合のために必要な領域を最小限に抑える。この混合スキームは、上部プレートが存
在しない場合にも採用することができる。空間節約という利点のために、このスキームは
、必要とされる電極は唯一であるため、反応ウェルにおいて簡素化された混合を提供する
ことが可能である。
【０２１０】
　貯槽から試薬または試料は、液滴マイクロアクチュエータにおける他の位置に輸送する
ための離散的な液滴として分配されてもよい。
【０２１１】
　本発明は、ビーズを含む液滴を用いた液滴操作を含むことができる。種々のそのような
操作は、本明細書の他の箇所に記載されている。一実施形態において、ビーズは、液滴操
作と干渉する傾向がある試薬で液滴操作を行うために用いられる。たとえば、あるタンパ
ク質は、液滴マイクロアクチュエータの表面と結合する傾向があり、および／または充填
剤流体内に区分される傾向がある場合がある。親水性のビーズにおけるそのような化合物
の固定化を用いて、化合物を用いる液滴操作を容易にすることができる。化合物は、ビー
ズに結合されてよく、ビーズは、液滴操作に付される液滴と共に含めることができる。
【０２１２】
　１つの特定の分配操作において、凝固が、全血から血清を分離するために用いられる。
全血は、チップ上に投入されて、凝固剤を含む液滴と合わされる。凝固後、液滴は、試料
から分配される。細胞および血小板が適所に捕獲されるため、試料から分配された液体は
、血清のみを含む。
【０２１３】
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　８．４　キット
　本発明のさらなる態様は、本発明の方法を行うための試薬、試料収集デバイスおよび／
または液滴マイクロアクチュエータまたはカートリッジを含むキットである。
【０２１４】
　９　見解の結論
　実施形態の上述の詳細な説明は、本発明の特定の実施形態を示す添付図面について言及
する。異なる構造および操作を有する他の実施形態は、本発明の範囲を逸脱しない。
【０２１５】
　本明細書は、読者の便宜のために、節に分割している。見出しは、本発明の範囲を限定
すると考えるべきではない。
【０２１６】
　本発明の種々の詳細は、本発明の範囲を逸脱することなく変更してもよいことは理解さ
れよう。さらに、本発明は、以下に記載される請求項によって定義されるため、上述の説
明は、例示に過ぎず、限定するためではない。

【図１】 【図２】
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